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全国で注目される施策や課題は、地域で暮らす私たち
にどう影響するのか？身近に起きた出来事やトレンドなど、
幅広い分野のニュースを紹介していきます。ネットでもさ
まざまなニュースを紹介しています。

シティライフNEWS　で検索

宮市は待機児童の解消を図
るため、2019年春に民間事業
者によるパーク＆ライド方式の

認可保育所を同市高須町に開設する。
同時に阪神西宮駅前に小規模保育施
設と送迎保育ステーションを設置。そこか
ら保育所までバスで送迎するシステムを
同一事業者により整備する。2017年4月
現在、希望通りに入所できなかった児童
は830人（前年比＋194人）。しかし保育
需要の高い地域や市の中心部では確保
できる保育用地が乏しい。そこで、市南
部の旧高須東小学校跡地のうち約5,000
㎡を活用し保育所を整備し、保護者用の
大型駐車場を設ける。これによって自宅
から車で登園し、敷地内駐車場に車を停
め、最寄り駅（武庫川団地前駅）からの
通勤が可能になる。また、阪神西宮駅前
のエビスタ西宮に送迎保育ステーション
を設置し、そこで受け入れた児童（3～5
歳児）をバスで旧高須東小跡地にできる
保育所に送迎する。エビスタ西宮には小

規模保育施設もあり、0～2歳児も受け入
れ可能。保護者は朝夕に送迎保育ステ
ーションに送り迎えをすればよく、送迎の
負担も軽減される。定員は120名で、その
うち60名をパーク＆ライド方式、30名を送
迎保育ステーションから受け入れる。

西

性犯罪被害の相談は 「＃8103」へ
～あなたの心（ハート）に寄り添う相談電話　あなたの声を受け止める～　協力：兵庫県警察

　各都道府県警察には性犯罪被害相
談窓口が設置されている。被害者が相
談しやすい環境を整備するため、全国
共通の短縮ダイヤル番号「＃８１０３」が
導入された。この番号に電話すると、発
信場所を管轄する都道府県警察の性
犯罪被害相談窓口に繋がる仕組みと
なっている。

　性犯罪は被害者の人格と尊厳を傷つける極めて悪質な犯罪で、被害者が受
ける苦痛は肉体的にも精神的にも計り知れない。
　「男性警察官には話しにくい」そのようなことでも、女性警察官が対応し親身に
なって話を伺うのが「性犯罪被害相談110番 レディースサポートライン」だ。
　被害の警察への届出・相談はとても勇気のいることだが、躊躇せず「＃8103」
を活用してほしい。

　ごみの排出量は減少するも、
　食品ロスは深刻

みの総排出量は、2012年度を
ピークに全国的に減少傾向に
ある。しかし、家庭から排出さ

れる生活系ごみには、まだ食べられるのに
捨てられている食べ物、いわゆる「食品ロ
ス」が多く、その量は全国で年間約630万
トンにものぼる。また、生ごみの排出も多い。
　神戸市は、啓発によりごみの総排出量は
平均値に抑えられているが、燃えるごみの
うち約8%が食品ロス、約20%がリサイクル
可能な紙であるという課題を抱えている。

　最終処分場は
　全国的にひっ迫

出されたごみのうち、資源ごみ
以外、つまり可燃ごみの焼却灰
や不燃ごみ、工場のごみ、工事

現場の建築廃材や建設残土などは全て
最終処分場に運ばれ、埋め立てられる。近
畿圏の最終処分場は、自治体が所有する
ものと広域で共同利用するものの2種類が
ある。自治体が所有する最終処分場では、
山間などに不燃ごみや焼却残渣を埋め立
てているが、残余容量には余裕がない。
1998年度と2015年度を比較すると、最終処
分場の数は、大阪府で16施設から12施設
に、兵庫県では63施設から40施設にまで減
少している。一方、処分場を自己保有して
いない自治体が排出するごみや、自己所有
の処分場で埋め立てできないごみは、近畿
圏の自治体が共同で出資する、広域的な
最終処分場に埋め立てられる。これは「大
阪湾フェニックス事業」と呼ばれ、神戸、尼
崎、大阪、泉大津の4カ所にある埋立処分
場で棄物が処分されている。

緊急課題。あと10年しかない？

行き場を失う
ごみの行方

ご

排排

自然環境を保護する活動が広がる一方で、毎日排出されるごみの量やその処理に
は、いまだ多くの問題がある。自治体はどのような取り組みをしているのだろうか。また、
市民としてできることは何だろうか。

西宮市 パーク＆ライド方式の保育所と
送迎保育ステーション 同時開所予定

戸市は「ママフレアプリ『子育
てタウン』」を8月28日に公開し
た。これは、同市の子育て支援

に関する情報を必要とする人に、ダイレク
トに情報を届けることを目的としたもの。
2012年より子育てに関する行政サービス
を紹介するWEBサイト「ママフレ」を運営
してきた。このアプリでは、誰もが簡単に検
索・活用できる「ユニバーサルメニュー」を
採用したWEBサイトと連動し、最新の情
報を直接配信できるように開発した。また、
子育て世代などに「神戸で子育てしてみ
たい、神戸で子育てしてよかった」と感じ
てもらうという同市の目的に賛同し、子育
てにやさしい取り組みを行っている50以

上の施設・店舗が「KOBE子育て応援
団」として登録済みで、スマートフォン端末
のGPS機能を基に、現在地から登録施設
までの経路や、徒歩での距離及び所要
時間を表示する機能も併せて追加。市の
担当者は「これからも子育て世代に役立
つ情報の充実をはかっていきたい」と話
す。従来のいざという時の辞典的な役割
に加えて、子育て世代のインタビュー記事
や店舗検索などのコンテンツの充実を図
り、毎日利用できる身近な情報アプリを目
指す。ダウンロードはApp Store、Google 
Playより『子育てタウン』で検索。

神

神戸市の子育て情報発信WEBサイト
「ママフレ」からアプリが登場

屋市上下水道部と六甲ビール
醸造所との共同研究から生ま
れた「ASHIYA BEER」が話

題になっている。六甲水系の芦屋川の水
の美味しさをPRし、同市の名産品になる
ような商品をと、六甲ビール醸造所と共同
で研究を重ねて誕生した地ビールだ。芦
屋川の上流から取水し奥山浄水場で緩
速ろ過する。薬品を使わず時間をかけて
砂の層を通すと、より純良な水に。その水
を仕込みに使うことでビールの味や香り
が一層際立つ。7月22日から芦屋市内限
定で販売を開始した芦屋ビールは、トロピ

カルフルーツを思わせる甘いアロマと柑
橘系の味わい。強めの苦みが心地よく残
る。ラベルは、心のゆとりを持ち合わせて
いる芦屋の女性をイメージして同市が作
成したもの。また、第二弾として10月上旬
に新しい味の発売が決定。シャンパンの
製法などに用いられる二次発酵を行い、
まるで洋酒のような甘い味わいと香りを感
じられるビールに。六甲ビール醸造所の
担当者は「秋の夜長にまったり飲んでほ
しい」と話す。1本330ml 518円。市内各
酒販店、大丸芦屋店、いかりスーパー芦
屋店などで販売。

芦 宮市は、自転車事故の多発地
帯や注意すべきポイントなどを
小学校区別にまとめた「自転

車事故マップ」を作成し、市のホームペー
ジで公開した。西宮警察署から過去3年
間のデータ提供を受け、西宮市交通安全
対策課が分析。事故が通勤通学ラッシュ
にあたる8時と17時前後に多いこと。交差

点に進入する自転車が減速せず、車両と
出合い頭に接触、衝突する事故が多いこ
となどが浮かび上がった。特に朝、駅に向
かう自転車がスピードの出し過ぎで事故に
遭うケースが目立ったという。これらのデー
タを元に、事故多発地点や事故の特性、
注意すべき点を記載。校区別にすること
で、近所でどのような事故が起きているか、
どの場所に気を付けるべきかがよく分かる。
同市では交通事故件数は減少傾向にあ
るが、自転車が絡む事故の割合が増えて
いるという。今後は各学校での安全点検
にも活用していく予定。

西

「自転車事故マップ」
小学校校区別に作成

芦屋市長と六甲ビ
ール醸造所の専務
（左）。7月に行われ
た研究成果の報告
会のようす。

芦屋市山手町の
北にある奥山浄水
場、芦屋川上流の
取水口。良質な水
なため、薬品を使わ
ずろ過できる。

神戸市のWEBサイト、子育て応援団「ママフレ」。

今回公開がはじまった「ママ
フレ」のアプリ画面。子育て
にやさしい取り組みを行って
いる50以上の施設・店舗を
掲載していることが特徴。

　あと10年。
　猶予のないフェニックス

終処分場の残余容量は減る一
方だが、近畿圏の内陸部はす
でに土地利用が進み、自治体や

事業主が個々で新たな処分場を確保する
のは極めて難しい。そこで長期的・安定的に
廃棄物を適正処理するために生まれたの
がフェニックス計画である。大阪、兵庫をはじ
めとする近畿2府4県168市町村から発生す
る約1億トンもの廃棄物を受け入れている。
人口にすると約2千万人分で、これは近畿2
府4県の総人口の約9割にものぼるという。
　埋め立てによって生まれた土地は港湾と
して活用され、地域の発展に貢献。緑地や
コンサート会場などとしても有効活用されて
いる。しかし、このフェニックス事業にも限界
が近づいている。予定では、残余容量がゼ
ロになるのは10年後の2027年だ。また4カ所
の処分場のうち、尼崎沖・泉大津沖の2カ所
はすでに進捗率が90%を超えており、神戸
も73%を超えている。全ての処分場が満杯
になると新しい処分場が必要になるが、現
時点ではまだ、次の埋立処分場の整備に
向けた検討を開始した段階で、計画から
受け入れ開始まで約10年間の期間が必
要とされている。また、整備には約1千億円
の費用がかかるという。ごみ減量推進活動
を行う「ごみ減量ネットワーク」の北井弘さ
んは「フェニックスは安い価格で受け入れ
を行なっていますが、もうもたないのだという
ことを積極的に市民に周知するべきです。

自治体の危機感が足り
ません。ごみ処理を続
けるには、今の施設を
20年、30年と維持させ
るしかない。そのために
は、最終処理するごみ

の量を減らさないといけません」と話す。可
燃ごみ、不燃ごみ両方の減量が早急に求
められている。

　求められるメーカー努力

井さんによると、フェニックス事業
がある関西では最終処分量を
減らす施策があまり打たれなか

ったため、ごみの減量化に出遅れていると
いう。環境省による2015年度の1人1日当た
りのごみ排出量ランキング（人口別）で全国
トップ10に入っているのは、関西では京都市
と奈良県野迫川村のみだ。「市民レベルの
取り組みだけでは最終処分量を減らすこと
は難しい。メーカーや事業者の努力も必要
です」と北井さん。リサイクルできない商品を
作らないこと、簡易包装にすることなどが企
業に求められている。しかし、包装を簡易化
することが「売れなくなるリスク」につながる
との危惧から、一歩が踏み出せない企業も
多い。この問題に対し、神戸大学経済学部
の石川雅紀教授が「ごみじゃぱん」という
NPO法人を設立。ゼミの学生が主体となっ
て簡易包装の普及に取り組んでいる。その
一つが、「減装（へらそう）商品」だ。通常に

比べて中身あたりの容器包装の重量を一
定の基準に照らして評価認定し、商品にマ
ークを印字したり、地域の店舗でPOP掲示
するなどして推奨。販売実験によって消費
者の意識調査を行い、メーカーにその声を
届けている。現在では山崎製パンから減装
マークを印刷した商品が発売されるなど、
全国に広がりつつある。

　“減量”優先の取り組みを

みの分別の方法は自治体の財
政力や処理ルートによって異な
るが、区分が細かくなるほど分

別の習慣がついて、リサイクル量は増えると
いう。しかし、「分ければ良いというものでは
ない」と北井さん。「“3R”の優先順位を知る
ことが大切です。減量（Reduce）、再使用
（Reuse）、再資源化（Recycle）の順で進め
るべきで、まずはごみの減量に取り組んで
ほしい」と話す。具体的には、リサイクルでき
ないものを作らないように市民がメーカーに
声をあげること、そのような商品を買わない
こと、日頃から子どもと一緒に分別し、ごみ
出しをすることなどを提案している。また石
川教授は、「分別しなさい、ではなかなか解
決しない。無理をせず、自然とごみが減って
いく社会が理想」と意識改革の必要性を
説く。北井さんは、「自治体のごみ減量講座
や工場見学に参加し、自治体も子どもの環
境学習を積極的に進めてほしい」と話す。
　なお、大阪ごみ減量推進会議では、ご
み減量について学ぶ無料のセミナーを来
年1月まで開催中。詳しくは大阪ごみ減量
推進会議のHPで。

ハ ートさん

一人で悩まず、まず相談を

【 性犯罪被害110番 レディースサポートライン 】
短縮ダイヤル  「＃8103」　電話･FAX  078-351-0110
電話受付は月～金（祝日を除く）　9時～17時
※土日、祝日及び夜間は「留守番電話」等で対応

犯罪被害者等支援
シンボルマーク
ギュっとちゃん

［ 安井小学校校区の自転車マップ ］

芦屋の名産品に
「ASHIYA BEER」が誕生

阪神西宮駅

武庫川団地前駅

自宅

大型駐車場

自宅

①送迎保育ステーションに
　登園・電車で通勤

②連携保育所
　に送迎

②通勤へ
　徒歩約1分

④お迎え

⑤お迎え

③保育

⑤帰宅

①車で
　登園

④送迎
連携保育所

（旧高須東小跡地）

ごみの分別品目（2016年4月）

出典：「平成26年度 兵庫県の一般廃棄物処理」を元に作成

「減装商品」の例。
ごみじゃぱんが、一
定の基準で容器包
装の少ない推奨商
品を選定。スーパー
などの商品棚に、マ
ークを掲示し、買い
物客へPRする。

１缶・びん・ペットボトル ２容器包装プラスチック ３大型ごみ ４燃えないごみ ５カセットボンベ・スプレー缶 ６燃えるごみ神戸市
（分別数 6）

１燃やすごみ ２燃やさないごみ ３資源A（新聞・紙パック・段ボール・古着） ４資源B（雑誌・チラシ） ５ペットボトル 
６粗大 7その他プラ（プラスチック製容器包装）

西宮市
（分別数 ７）

１燃やすごみ、燃やさないごみ ２雑誌・チラシ・その他紙類 ３新聞紙 ４紙パック ５段ボール ６PET 7缶 8ビン 
9その他燃やさないごみ 10粗大ごみ 11一時多量ごみ 12植木剪定ごみ

芦屋市
（分別数 12）

最

北 ご

神戸市は、6月に指定のごみ袋を、
減量を促すデザインに一新するな
ど、食品ロスやごみの減量に取り
組んでいる。

市町別ごみ排出量の順位（2014年度実績）

出典：「平成26年度 兵庫県の一般廃棄物処理」を元に作成

生活系ごみ生活系ごみ+
事業系ごみ 事業系ごみ市町名

多可町
神河町
市川町

神戸市
明石市
西宮市
芦屋市
淡路市
福崎町
洲本市
赤穂市
三木市

636
665
667

996
996
1,000
1,033
1,062
1,072
1,077
1,077
1,104
996

518
498
539

654
682
637
722
704
676
718
726
695
653

118
167
128

342
315
363
311
358
397
358
351
409
312

1人1日あたり排出量（集団回収含む）（g/人日）

送迎保育ステーション

パーク&ライド方式

「大阪湾フェニックス計画」の最終埋め立て処分場までのごみの流れ

資源ごみ 可燃ごみ

リサイクル 焼却工場

家庭ごみ 処理された
上下水汚泥

搬入基地9カ所（姫路・播磨・神戸・津名・尼崎・大阪・堺・泉大津・和歌山）

埋立処分場

尼崎沖 泉大津沖

大阪沖 神戸沖

工事現場の
廃材・土砂

工場のごみ

大
阪
府

兵
庫
県

神戸沖
埋立
処分場

尼崎沖
埋立
処分場

大阪沖
埋立
処分場

泉大津沖
埋立
処分場

1
2
3

33
34
35
36
37
38
39
40
41

　　　        兵庫県平均

北井弘さん
ごみ減量ネットワーク代
表、NPO法人ごみゼロネ
ット大阪副代表理事など。

埋立地の活用例。
上から尼崎埋立処
分場跡地ののびの
び公園、泉大津沖
処分場跡地のメガ
ソーラー設置、コン
サート会場。


