
 

 

意見等募集の結果について 

 

案 件 第２次土浦市ごみ処理基本計画（後期計画） 

意見募集期間 平成 29 年 1 月 4 日～平成 29 年 1 月 25 日 

意見提出件数 59 件（６名） 

公表資料 第２次土浦市ごみ処理基本計画（後期計画）（案） 

担 当 市民生活部環境衛生課 

 



 

 

提出された意見（要約したもの）とその意見に対する考え方 

 

No. 意見の要旨 意見に対する考え方 計画の修正内容 

１ 

市民が分別・資源化に取組むこ

とにより，市の財政にとってどの

様な効果をもたらしているのか

周知されていない。 

 

市民の方々が分別・資源化に取

り組んでいただくことにより，清

掃センターの負担軽減，燃料費の

削減また，最終処分場の延命化に

よる経費節減等の効果をもたらし

ておりますので，今後出前講座や

広報を通し，周知に努めてまいり

ます。 

 

  

２ 

本文・図表において，燃やせる

ごみ・可燃物・可燃ごみ・燃やせ

ないごみ・不燃物・不燃ごみと表

現が混在しているため，統一した

ほうがいいのではないか。 

ごみの搬入先が土浦地区と新治

地区で異なっており，それぞれの

搬入先での表現に準じ土浦地区は

燃やせるごみ・燃やせないごみ，

新治地区は可燃ごみ・不燃ごみと

表現しております。 

土浦市全体での説明時に表現が

混在しているところがありました

ので，土浦市全体の説明の際には，

燃やせるごみ・燃やせないごみと

表現を統一することといたしま

す。 

また，可燃物・不燃物について

は，燃やせるごみ・燃やせないご

みの中の一成分を表現する字句と

して使用しております。 

 

ｐ６「可燃ごみ→燃や

せるごみ」「不燃ごみ→

燃やせないごみ」 

 ｐ２５「可燃ごみ→燃

やせるごみ」「不燃ごみ→

燃やせないごみ」 

 ｐ３８「可燃ごみ→燃

やせるごみ」「不燃ごみ→

燃やせないごみ」 

 ｐ７２「可燃ごみ→燃

やせるごみ」「不燃ごみ→

燃やせないごみ」 

３ 

リサイクル率など市独自の算

出方法で数値を出していたり，違

う年度の数値で比較しているグ

ラフがあるので，比較結果に信頼

性に欠ける。 

リサイクル率については，土浦

市が独自に調査していた基準と，

環境省の一般廃棄物処理実態調査

に基づく全国統一の基準があり，

土浦市の過去と比較する場合と，

土浦市と他市町村と比較する場合

でもちいる算出方法が異なってお

ります。 

 

  

４ 

パブリックコメントの資料は，

市役所以外公民館などでも閲覧

可能になっているが，原稿はカラ

ーを使っており，表・図が見やす

くなっているが，公民館で閲覧で

きる資料はモノクロで見づらい。

可能な限り，原稿と同じ状態のも

のを用意してもらいたい。 

公表するにあたっては，市民の

皆さんがその内容を十分に理解し

た上で意見を提出することができ

るよう資料を用意しなければなり

ません。いただいたご意見を踏ま

え，次回以降の参考にさせていた

だきます。 
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 資料を公民館のカウンターで

読み，それについて意見を纏める

のは大変な作業になる。市役所窓

口にいけば，資料をもらえるよう

にしてもらいたい。 

 公民館に最初から数冊備える

方法は良くない。必要とする人の

手元に届かないため。 

 

５ 

パブリック・コメント手続きに

関する要綱に足りてないのでは

ないか。 

 パブリック・コメント実施機関

は，市民等の理解に資するために

計画案を作成した趣旨，目的，背

景，計画案の概要の資料を作成し

公表しなければならないはずだ

が，これが欠けている。 

 

次回以降，計画作成の際の趣旨，

目的，背景を記載した概要を別途

作成いたします。市民の皆さんが，

内容を理解しやすい資料づくりに

努めてしてまいります。 

  

６ 

全体について 

文章や図表の構成・単位・字

句・表現について，誤字の指摘

や，より良い表現の提案など，

全部で 24 件のご意見をいただ

きました。 

 

全体を精査し，文章・字句・表

現・表記・構成について修正・改

善等を行います。 

  

７ 

ｐ１ １－１ ４行目「廃棄物

の適正処理のみならず，リサイク

ルを推進していく必要があり」と

いう表現について，廃棄物の適正

処理の中にリサイクルも含まれ

ていると考えられ，重複した表現

である。 

 

適正処理とは，廃棄物を収集運

搬し，焼却処分や埋立処分をする

ことを指します。このため，適正

処理だけではなく，リサイクルを

推進していく必要があるという表

現になっております。 

  

８ 

ｐ２ 表１－２－１の目標項

目において焼却処理量・最終処分

量の表現が使用されているが，資

料の中には焼却量・埋立処分量と

同じ意味で違う表現が使われて

いる。統一したほうがいいと思わ

れる。 

 目標項目における資源化量は，

資源化率またはリサイクル率と

表現すべきではないか。ｐ２９図

３－２－６リサイクル率＝資源

国・県の表現及び章として最終

処分量という表現は残しますが，

それ以外では，ご指摘のとおり焼

却量は焼却処理量に，埋立量・最

終処分量は埋立処分量に統一いた

します。 

 ｐ２資源化量・ｐ７０再生利用

率はリサイクル率に修正いたしま

す。 

 ｐ１６表３－１－３・ｐ１７表

３－１－４の再生利用率について

ｐ２ 表１－２－１ 

「資源化量→リサイクル

率」「最終処分量→埋立処

分量」 本文「資源化量→

リサイクル率」 

196.6 ％ → ＋ 96.6 ％ 

185.5％→＋85.5％ 

 ｐ２７ 表３－２－

６「資源化率→リサイク

ル率」 

 ｐ４７ 「２）最終処
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化量÷ごみ排出量と定義してい

ますので，リサイクル率と表現し

たほうがいいと思われる。 

 ｐ２７表３－２－６の資源化

率 ｐ１６表３－１－３，ｐ１７

表３－１－４，ｐ７０減量化目標

の再生利用率も統一したほうが

いいと思われる。 

 表内最下行の１９６．６％，１

８５．５％のＨ２２年度比較は必

要でしょうか。表記するのであれ

ば増加ポイント数で表現したほ

うが分かりやすいと思われる。 

は,国・県の表現になりますので，

そのまま使用しております。 

 196.6％，185.5％については，

ご指摘のとおり修正いたします。 

分場→最終処分量」「最終

処分量の推移→埋立処分

量の推移」「図３－２－ 

１６ 最終処分量の推

移→埋立処分量の推移」 

 ｐ５７「最終処分量→

埋立処分量」 

 ｐ６３「埋立量→埋立

処分量」「焼却量の削減

目標→焼却処理量の削減

目標」「指標：焼却量→

指標：焼却処理量」 

 ｐ６４「減量目標達成

時の→減量化目標達成時

の」 

 ｐ６６「３）焼却量の

減量目標→３）焼却処理

量の削減目標」「焼却量→

焼却処理量」 

「焼却量の削減目標→焼

却処理量の削減目標」 

 ｐ７０「再生利用率→

リサイクル率」表３－３

－２「焼却量→焼却処理

量」 

 ｐ８８表３－４－４

「埋立量→埋立処分量」 

「埋立量の削減→埋立処

分量の削減」「埋立量→

埋立処分量」 

 

９ 

ｐ２前期計画における中間目

標が全項目において未達成とな

っていることについて，その原因

を分析するべきである。もし分析

してあるのであれば，それらを踏

まえ，後期計画に活かすべきであ

る。 

 表１－２－１の下３行目から

７行目までについて，表のどの項

目に対するコメントなのかはっ

きりしない。排出量についてのも

のであれば，最初に主語をつける

べきである。資源化量（＝リサイ

クル率）は排出量に含まれるの

分析については，ｐ２に記載の

とおりです。ごみの排出量は、平

成２３年に東日本大震災が発生

し，その影響から平成２６年度ま

で震災発生前より，多い状態が続

いていました。このことが，目標

未達成の主要因と考えられます。 

また，平成２７年度より生ごみ

（厨芥類）・容器包装プラスチック

の分別収集を市内全域で開始し，

一定度のごみ減量及びリサイクル

率の向上がはかられております

が，各目標達成までにはいたって

おりません。 
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で，「・・・排出量の目標値まで

の減量化・・・」のコメントには

関係ないと思われる。 

 

１０ 

第３章は，市のごみ処理の現

状・成果・課題を総合的に分析検

討判断する最重要部分であるた

め，項を起こし，より詳細に記述

すべきである。 

第３章ごみ処理基本計画は,現

状・課題・目標・課題に向けた取

組みなどについて記載した最重要

章であります。どの項目も密接に

関係しているため，第３章で総合

的に記載しております。 

 

  

１１ 

「・・・数値は平成２６年度，

本市数値は平成２７年度の値・・」

となっている。しかし，その後

国・県とのポイント比較をしてい

るので，本市データも平成２６年

度に合わせた方がいいのではな

いか。 

平成２７年度より新分別を導入

したことにより，ごみ排出量が大

きく変わりました。このため新分

別開始後の値を使用し正確に比較

するため平成２７年度の値を使用

しておりますが，純粋に比較する

ために，平成２６年度の値も併記

することといたします。また，本

文下から五行目を削除し，六行目

を修正いたします。 

 

ｐ２4 図３－２－２ 

土浦市Ｈ２６をＨ２７

の前に挿入。 

本文下から５行目削除。 

６行目「平成２７年度の

本市の家庭系ごみと事

業系ごみの構成比は、平

成２６年度の国、県平均

と比較して、・・・・」 

１２ 

紙の資源化が遅れているとい

うことなので，紙の資源化につい

て周知徹底を図るべきである。 

リサイクルの重要性を市民一人

ひとりに認識していただくことが

重要なことだと考えております。

このため広報活動を通して，紙の

資源化の徹底を図ります。また事

業系紙ごみについても，資源化に

ついて周知してまいります。 

 

  

１３ 

理想的な分別をしても，全てが

資源物に変わるわけではない。ま

た，霞ヶ浦の環境保全の観点から

も，過度な洗浄等は指導していな

いはず。このため，「全てが資源

化できるわけではないが，可能な

範囲で資源化する必要がある」と

いう旨を追加してはどうか。 

こちらは，ごみの組成の特徴を

表しているところになり，今後の

方向性を示しているものではない

のですが，家庭系事業系ともに多

くの資源になるものが含まれてい

る，特に事業系燃やせないごみに

ついては，八割を超える資源にな

るものが含まれていることを踏ま

えて分別を指導する内容を記載い

たしました。 

 

  

１４ 

ｐ３８表３－２－１３に直

営・収集委託・収集許可が記載さ

れているが，説明部分では直営・

収集委託しか触れられておらず

補足として説明文を記載いたし

ましたが，全て表に記載されてい

ることなので，説明文を削除いた

します。直営という表現は環境省

ｐ３８「本市の収集・

運搬・・・・総積載量は

１０４t となっていま

す。→削除」 
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わかりにくい。直接経費が発生す

る所について取り上げたのであ

ろうが，運搬に対するキャパシテ

ィに関する説明部分であるので，

収集許可の内容も記載するべき

ではないか。 

 直営という言葉の説明が不足

している。ここから見ると，市が

保有している車両を使わずに，ご

み収集を委託し，余計に費用を支

払っているように感じられる。 

表の一番下の件数は何の件数な

のか。 

 

の用例に基づいたもので，市が保

有する車両及び運搬能力を表して

おります。件数については，環境

省の用例に基づいて使用しており

ますが，業者数を意味しておりま

す。 

１５ 

表内事業系ごみの資源物が０

になっているが，資源物としての

納入がないのか，事業系の場合不

燃物に含まれるのか，市として，

事業系資源物を受入れていない

ことを意味するのか。理由がある

のであれば，記載するべきではな

いか。 

清掃センターでは，資源物の処

理能力がないため事業系燃やせる

ごみ，燃やせないごみのみ受入れ

ております。このため，事業系資

源物は０になっております。 

  

１６ 

２６・２７年度において，清掃

センターの処理量の合計値と処

理内容の合計値との差が５０ｔ

ある。理由はなにか。ほかの年度

や表３－２－１９では誤差程度

に収まっている。 

 区分項目「清掃センター燃やせ

ない処理量」は「清掃センター燃

やせないごみ処理量」にするべき

ではないか。 

ｐ４３表３－２－１８，ｐ４４

表３－２－１９，ｐ４５表３－２

－２０については，収集量はｐ３

８表３－２－１４に記載済である

ため，各収集量の欄を削除いたし

ます。 

 その日のうちに収集したごみ

を，その日のうちに全て処理する

わけではありませんので，収集量

と処理量には差が発生し，運びこ

まれた後に水分の蒸発等があり，

処理内訳と処理量にも差が発生し

てしまいます。燃やせない処理量

は燃やせないごみ処理量に修正い

たします。 

 

ｐ４３表３－２－１

８、ｐ４４表３－２－１

９、ｐ４５表３－２－２

０各収集量欄削除 

 ｐ４３表３－２－１

８ 

「燃やせない処理量→燃

やせないごみ処理量」 

１７ 

図中心部にリサイクルとある

が，清掃センター内の処理項目で

リサイクルは適切ではない。処理

内容によって，「選別・圧縮・保

管」や，「選別・保管」などの表

現の方が適切ではないか。 

 焼却処理から排出される部分

ご指摘のとおり表現を修正いた

します。 

 ｐ４３表３－２－１８の可燃残

渣は燃やせないごみの中の燃やす

ことができるものを表していま

す。 

 ｐ４７図３－２－１６焼却残渣

ｐ４７図３－２－１

６「焼却残渣→焼却灰」 

 

ｐ４８図３－２－１

７「リサイクル→選別・

圧縮・保管」 
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の焼却灰とあるが，ｐ４３表３－

２－１８等で可燃残渣という表

現を使用している。ｐ４８図３－

２－１７の破砕処理後では不燃

残渣と表現しているので，「可燃

残渣（焼却灰）」としたほうがい

いのではないか。 

 

は焼却灰に修正いたします。 

１８ 

ｐ５０図３－２－１９，図３－

２－２０ 

図内縦軸・横軸の単位表記がな

い。 

 図３－２－１９，２０ともに市

が提出したデータから環境省が

作成したものである。なぜ，自分

たちのデータでまとめないのか，

自分たちのデータであればＨ２

７年度も出せるはずである。 

 その方が中間目標年度の検討

資料として適切ではないだろう

か。 

 

図３－２－１９，３－２－２０

に単位を表記することとします。 

 また，ごみ処理経費に使用した

データについては，ごみ処理経費

の捉え方が市町村によって異なる

ことから，全国統一の基準である

環境省の一般廃棄物処理実態調査

のデータを使用しております。 

ｐ５０図３－２－１

９、３－２－２０ 

単位表記「円」 

１９ 

括弧書きでＨ２８年度の店舗

数が記載されているが，Ｈ２８年

度途中で行う見直しなので，Ｈ２

７年度までのデータの方が適切

ではないか。 

 

平成２７年度末の店舗数を平成

２８年度と表記しております。 

  

２０ 

ｐ５２ ６）子ども会廃品回収

の実態は住民自らが指定された

場所に持ち込んでおり，子供の参

加は皆無な状態である。「子ども

たちの社会に奉仕する心と物を

大切にする心を養うとともに，ご

みの減量化を図る」とは言えな

い。実態をよく把握したうえで，

事業の見直し，廃止の必要があ

る。 

ｐ５２では，ごみ減量化・再生

利用の状況として，子ども会廃品

回収を説明し，ｐ８１取組１０．

廃品回収の拡充において，今後の

展望を記載しております。子ども

会廃品回収については，その賛否

も含め多様なご意見をいただいて

おりますが，各地域でのごみ減量

化において効果的であることか

ら，今後子ども会の枠にこだわら

ず，地域全体に拡充する方法等を

検討してまいります。 

 

  

２１ 

ｐ５２ １１）生ごみ処理容器

等の補助・配布事業にＥＭぼかし

容器があるが，科学的な根拠がな

いものなので，廃止するか，市の

生ごみ処理用容器等購入費補助

制度及び，ＥＭぼかし容器配布事

業は共に毎年度一定数の応募があ

り，燃やせるごみの減量化とリサ

  



 

 

No. 意見の要旨 意見に対する考え方 計画の修正内容 

見解を明らかにしたうえで計画

化するべきである。 

イクル推進のために行っておりま

す。生ごみリサイクルを直に体験

できるという声や，そこから花や

野菜が出来る喜びを感じられると

いう声も寄せられております。市

民の４Ｒの実践，ごみに対する意

識の醸成につながっているものと

考えます。 

 

２２ 

ｐ５４図３－２－２１の数値

の単位表記がない。％単位かと思

われるが，類似自治体平均値との

優位性を比較しても意味はなく，

平均値に達成していれば，満足で

きるものでもない。上の図にて各

種のごみがバランス良く出され

ていても何もメリットが感じら

れない。何を目的とした図なのか

がわからない。 

 

表の数値は類似団体の平均を１

００としたときの指数となってお

りますので，説明文を追記いたし

ます。 

 こちらの表により，類似団体と

の差を視覚的に把握することがで

き，今後の対策を検討する際に活

用いたします。 

ｐ５４本文追加「図３

－２－２１は、類似団体

の平均を１００とした

ときの指数になってい

ます。」 

 

２３ 

 

平成２６年度原単位は１，１６

５ｇ／人・日（ｐ２５ 図３－２

－３より）であるはず。また，ｐ

５５の表３－２－２５では平成

２６年度の原単位は１，２３４ｇ

／人・日となっている。 

原単位１，１６５ｇは土浦市が

土浦市の過去の実績と比較するた

めに用いている基準で算出した数

値であり，１，２３４ｇは環境省

の一般廃棄物処理実態調査に基づ

く，全国統一の基準で算出した数

値であり，土浦市と他市町村を比

較調査するために用いておりま

す。 

 

  

２４ 

ｐ５７課題２のリサイクル率

１１．９％について，ｐ５５表３

－２－２５ではリサイクル率が

１８．６％になっている。 

 可燃ごみの割合７３％はＨ２

７年度のデータであり，組成項目

の各数値はＨ２４～Ｈ２７の平

均である。Ｈ２７の数値を記載す

るほうが適切ではないか。 

 本文２行目の括弧内表３－２

－２０は説明内容に関係してい

ない表番号ではないか。 

 

ｐ５５表３－２－２５は，国の

一般廃棄物処理実態調査の基準に

基づく数値であり，１１．９％に

つきましては，市独自調査による

ものです。 

 可燃ごみの中に，資源物が長期

わたって存在していることを表す

ために平成２４年度からの平均デ

ータを利用しております。 

 ご指摘のとおり表３－２－２０

は削除いたします。 

ｐ５７「（図３－２－

６、表３－２－２０、表

３－２－２５）→（図３

－２－６、表３－２－２

５）」 



 

 

No. 意見の要旨 意見に対する考え方 計画の修正内容 

２５ 

ｐ６２上部に取組みの体系を

図３－３－１に示しますと記述

されているが，この図に相当する

のはｐ６２だけなのか，ｐ６３の

図には番号がないが，このままで

いいのか。 

 

ｐ６２，ｐ６３合わせて一つの

図３－３－１になります。 

  

２６ 

ｐ６３目標達成に向けた取組

内容に関して 

食品ロスという言葉はまだまだ

一般的とはいえない。説明する箇

所を設けたらどうか。市民に向け

た食品ロス削減の方策がない。市

民にも大きく関係する事柄であ

るので，記載した方がいい。 

 目標達成に向けた取組で，グリ

ーン購入が記載されているが，グ

リーン購入はエコ・省エネに含ま

れるものであり，ごみ処理計画に

含むべきものではない。製品の長

寿命化について，現在は適正寿

命・コストが基本になっている，

取組内容として適正ではないの

ではないか。 

食品ロスについて，ｐ８１下部

にて説明することといたします。

食品ロスの市民に向けた方策につ

いては，ｐ８２取組２を次のよう

に修正いたします。 

 取組２ 食品廃棄物の減量化と

リサイクルの推進 

市民は、食の大切さを改めて認識

し、食品ロスの削減を図ります。

生ごみは、生ごみ処理容器等を用

いた自家処理や、生ごみ分別収集

によるリサイクルに積極的に取り

組むとともに、生ごみの水切り等

の排出時の衛生面にも考慮した排

出に努めます。 

 グリーン購入については，再生

利用の促進に効果があるという観

点から含めております。 

 製品の長寿命化については，耐

久消費財の廃棄物発生抑制に効果

的であるため，取組み内容として

おります。 

 

ｐ８１下部 

「※２食品ロス：食べら

れる状態であるにもか

かわらず、捨てられてい

る食品」 

 ｐ８２ 

「取組２ 食品廃棄物

の減量化とリサイクル

の推進 

 市民は、食の大切さを

改めて認識し、食品ロス

の削減を図ります。生ご

みは、生ごみ処理容器等

を用いた自家処理や、生

ごみ分別収集によるリ

サイクルに積極的に取

り組むとともに、生ごみ

の水切り等の排出時の

衛星面にも考慮した排

出に努めます。」 

２７ 

取組内容が，ただ並らんでいる

だけなので，重点取組は字体を変

えたり，網掛けにしたり，表示方

法を変えるほうがいいのではな

いか。 

 

重点施策についてｐ７４ ３－

４－２で記載するため，ｐ６３目

標達成に向けた取組み一覧はシン

プルな表現にしております。 

  

２８ 

ｐ６４目標達成の設定にて，基

準値をＨ２７年度値としている

が，計画当初のＨ２４年度値を基

準にしたほうがいいのではない

か。 

本市においては，平成２７年度

より分別収集品目を新しくしたと

ころでございます。このため，基

準を平成２７年度といたしまし

た。 

  

２９ 

ｐ６４～６８各目標値予測グ

ラフにおいてＨ３１年度に大き

な変化がみられる。ごみ処理有料

化の効果が反映されてのことだ

ごみ処理有料化については，平

成３０年１０月を目標に導入を検

討しております。ごみ排出量に大

きな影響があることが予想される

ｐ６４ 図３－３－

２下部 

「※平成３０年度１０

月ごみ処理有料化導入



 

 

No. 意見の要旨 意見に対する考え方 計画の修正内容 

と思うが，ごみ処理有料化につい

てはｐ８２で初めて説明がある

が，グラフの変化との関連が触れ

られていない。どこかで説明した

ほうがいいのではないか。 

ため，ｐ６４～６８の各図下部に

H30 年１０月ごみ処理有料化導入

予定と記載することとします。 

予定」 

 ｐ６５ 図３－３－

３下部 

「※１平成３０年度１

０月ごみ処理有料化導

入予定」 

「※２新治地区統一以

後についても・・・・・・」 

 ｐ６６ 図３－３－

４下部 

「※平成３０年度１０

月ごみ処理有料化導入

予定」 

 ｐ６７ 図３－３－

５下部 

「※平成３０年度１０

月ごみ処理有料化導入

予定」 

 ｐ６８ 図３－３－

６ 

「※１平成３０年度１

０月ごみ処理有料化導

入予定」 

「※２新治地区統一以

後・・・」 

 

３０ 

ｐ６４ ３－３－５において

達成目標と掲げられた数値目標

は，ｐ６３「目標達成に向けた取

り組み」の「取り組み項目」や「取

り組みの内容」に数値で具体的に

配分するべきである。 

達成目標については，ごみ処理

有料化の導入翌年度には家庭ごみ

が年間１２％削減されるという全

国平均の実績を考慮しておりま

す。さらに，事業系ごみの削減，

リサイクル率の向上については各

取組みを短期的・中期的・長期的

に組み合わせて，政策的に実施す

ることにより，その効果をあげ，

目標達成を目指すものです。この

ため，各取組みによる達成目標の

数値の配分はしておりません。 

 

  

３１ 

ｐ７３ ３－４－１で「有料

化」が強調されている。「ごみ処

理有料化」は今回の計画見直しの

大重要事項であると思われるが，

説明が不足している。手数料額算

定の根拠はなにか，ごみ減量効果

ごみ処理有料化は重要事項では

ありますが，手数料額等詳細は検

討中であることから詳細について

説明しておりません。今後，決定

になり次第市民の皆様に周知して

まいります。 
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や，市財政への効果等分析と説明

が必要である。 

３２ 

学校教育における分別の徹底，

資源リサイクルの推進が必要で

ある。校内活動で発生するごみの

分別・資源化を徹底させ，子供を

通して各家庭にもごみの分別・資

源化を浸透させていくのが効果

的である。 

家庭ごみ削減・分別推進のため

にも，子供の親に対する影響力は

大きいものだと認識しておりま

す。このため，義務教育期間中か

ら４R への意識付けの機会を設け

ていくことは非常に重要なことと

なります。出前講座等で各学校を

訪問する機会を活かし，子供達の

ごみの分別・資源化に対する意識

の向上を図ってまいります。 

また，学校から排出されるごみ

の資源化については，教育委員会

等と協議してまいります。また，

環境保全率先実行計画に学校も取

組むことになりました 

 

  

３３ 

ｐ８０ ４Ｒクッキングの記

載があるが，４Ｒクッキングとは

一般的な言葉なのか。ｐ２下段に

記載された４Ｒと同じものであ

るのか，リフューズ，リユースな

どはクッキングにあわないので

は。 

市では，ｐ７６市民・事業者・

行政の協働による４Ｒの推進に取

り組み，その実践のための料理教

室という名目で，タイトル付けし

ております。 

また,４Ｒについては食材の買

いすぎ，食事の作りすぎの抑制，

使わなかった食材，食べ残された

料理の再利用を図るまだ馴染みの

薄い言葉ではありますが，ご家庭

で取り組みやすいものですので，

標語として利用していきたいと思

います。 

 

  

３４ 

一人暮らし，老人世帯が多いた

め，容量半分の袋を作ってもらい

たい。又，シールを貼れば出せる

ようにしてほしい。 

ごみ処理有料化に向けて，今後

の指定ごみ袋のサイズについて，

多様な意見をいただいておりま

す。皆様から寄せていただいた意

見を参考させていただき，検討し

てまいります。 

  

３５ 

アパートなどで一人暮らしし

ている方。ごみ集積場で見かける

ので注意したいが，町内会にもは

いっておらず，声をかけるのが難

しい。 

アパートに入居する市民の方へ

のごみの出し方，分別の仕方につ

いては，アパート管理会社に協力

を依頼し，周知してまります。 
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３６ 

燃えるごみ袋は１０ℓ 用があ

ると助かる。 

 一人暮らしは料理の量が少な

いので生ごみ袋の１／２のサイ

ズがあると助かる。 

ごみ処理有料化に向けて，今後

の指定ごみ袋のサイズについて，

多様な意見をいただいておりま

す。皆様から寄せていただいた意

見を参考させていただき，検討し

てまいります。 

 

  

 

※ 文章や図表の構成・単位・字句・表現について，誤字の指摘や，より良い表現の提案など，全部で

24件のご意見をいただきましたが，集約して 1件として記載しています。 


