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１ 平成 28年度第 2回土浦市廃棄物減量等推進審議会質疑ついて 

 

委員からの質問・提案 市の回答・その後の対応等 

アンケートの主な意見について、紙にまとめて次回の

審議会に提出してほしい。 

第３回審議会に提出します。 アンケート内で生ごみや容器包装プラスチックの分別

について、面倒である、分け方が分からないという意

見について年代別の人数を教えて欲しい。 

市民に対し、なぜ有料化をするのか、その理由をきち

んと説明すべきでないか。 

広報、出前講座、懇談会など積極的に情報を提供して

いきます。 

ごみ処理には多額の費用がかかることを市民に説明し

てほしい。 

市の財源は有限であるため、一般財源に占めるごみ処

理費用をこれ以上増やせないこと、有料化がやむを得

ないことを市民に理解してもらえるよう説明すること

が必要である。 

土浦市でも地区公民館などでエコステーション（拠点

回収）があればいいのではないか。 

リサイクルの推進をはかるためには、身近で、また取り

組みやすい環境整備を図っていく必要があります。後

期計画の参考とさせていただきます。 エコステーション（拠点回収）について、地区公民館

では範囲が大きすぎるので、町内に１箇所程度にある

といいのではないか。 

藤枝市、富士見市、鎌ヶ谷市のごみの減量化について、

どれくらいの期間で減量化が図られたのか教えて欲し

い。また、どのような対策を採ったのか調べて欲しい。 

藤枝市では平成 15 年度のごみ総排出量がピークで

あったが、以後緩やかに減少基調。特に容器包装プラ

スチックを導入した平成 17 年は大きく減少させるこ

とに成功しています。要因として、木くず・剪定枝・

容器包装プラスチックや雑紙の分別収集の開始。事業

系燃やすごみの紙くずプラスチック類、木くずの搬入

の規制を開始したこと。２市全体では平成 15 年度の

106,744ｔを境に平成 22 年度にはごみ総排出量が

87,205ｔとなり、平成15年度比は－18.3％と減少して

います。 

富士見市のごみ総排出量は平成 12 年度の 33,686ｔ

をピークに平成 20 年度は 30,665t へと減少傾向にあ

ります。 

鎌ヶ谷市では人口が増える中、平成18年度をピーク

に平成19年度から減少し、平成 23年度は平成18年度

と比べ－5.2％と減少しています。平成 23年度家庭系

ごみ排出量が27,072t、事業系ごみが6,444ｔでした。 
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委員からの質問・提案 市の回答・その後の対応等 

藤枝市、富士見市、鎌ヶ谷市の容器包装プラスチック

の回収はいつから始まったのか教えて欲しい。また、

市民が混乱しているわけ方についてどのように周知し

ているのか教えて欲しい。 

藤枝市 平成１７年４月～ 

・もったいないごみ分別アプリで案内 

富士見市 平成１４年４月～ 

・資源プラとして回収（容プラ＋独自） 

※プラというくくりなので混乱なし 

鎌ヶ谷市 平成１５年１０月～ 

・汚れているものはすべて燃えるごみでと案内している 

 

藤枝市、富士見市、鎌ヶ谷市の廃品回収の取り組み方、

店頭回収について調べて欲しい 

富士見市 集団資源回収 

・市内で活動する各種団体（営利ではない）が、資源物

を回収した量に応じて奨励金を交付。ビン１本 5円。

資源ごみ１kgあたり5円。 

鎌ヶ谷市 有価物回収運動 

・市内小学校PTAが主体として行っている資源物回収運

動昭和54年から活動主体であるPTAに奨励金を交付し

ている。毎月一回小学校の回収場所にもっていく。行

政回収だと有料になるが、有価物回収運動にだせば、

無料で捨てられるもの自転車・ベビーカー・電子レン

ジ・ガステーブル・石油ストーブ・石油ファンヒータ

ー等 

先進自治体の取り組みをみてみると、ボランティアや

PTA などの団体活動や、エコステーションでの取り組

みなど、住民の意識の高さがうかがえる。 

住民の意識の醸成を図るための仕組みづくりの参考と

させていただきます。 

藤枝市での木くず、剪定枝は別に集めているが、リサ

イクルしているのか。 

ボイラーの燃料としている。(焼却施設の） 

有料化について  

燃えないごみの袋は、大きすぎると敗れてしまうので、

３０リットルか４０リットルまでにしたほうが良い。 

有料化の素案づくりの参考とさせていただきます。 

燃やせるごみの袋は、分別が徹底されれば、小さい袋

で足りると思う。 

燃やせないごみの袋は傘など飛び出してもいいものな

どの整理が付けば、小さくしていいと思う。 

手数料の額は１リットル１円とし、大きな袋について

は、できるだけ小さい袋へ誘導するため、手数料の額

を高くすることも有りである。 

袋の話を始め、有料化全般について、広く市民に意見

聴取すべきである。  

市政懇談会は市政全般にわたって説明するため、ごみ

に特化するわけにはいかないが、ごみに関することは

重要なことなので、説明をきちんとしていきます。 
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ごみ減量と家庭ごみ有料化に関する市民アンケート抜粋【有料化についての意見】※原文のまま 

２０歳代  リサイクル推進等を充実、浸透させない内に有料化に踏み切っても反発を生むだけ

です。有料化は安易で即効性があるかもしれませんが、根本的な改革にはならないと

思う。   

３０歳代  有料化というのは「手段」であり、「目的」ではない。まずは市民一人ひとりが「何

故ごみの発生抑制・リサイクル推進を図る必要があるのか」という問いを深く考える

ことが持続可能な社会を構築する上で重要と考える。自治体と市民が智恵を出し合い

議論できる場が設けられることを切に願う。 

  

  

   現在の市指定ごみ袋は、袋の口がしばれず使いづらいです。有料化するのであれば、

工夫、改良してほしいです。よろしく願いします。（以前住んでいた水戸市で、有料

化直前にごみ出しのラッシュが起こり、収集が間に合わぬ騒ぎが起きました。導入す

る前に長めの期間を設けるべきです。） 

  

  

４０歳代  土浦市全職員が毎日交替でクリーン活動を実施し、ニュース等で取り上げられ、本

気さが伝わってくれば、有料化に賛成である。体裁だけのアピールはやめてほしい。

有料化するよりも不法投棄（ポイ捨て）等に罰則を設けない限りゴミを減らすのは難

しいでしょう。他県から来たが、本当にマナーが悪く、考えが甘い。 

  

  

   リサイクルはとても良い事ですが、働く者にとっては（しかも子育て世帯では）負

担がかかりすぎます。逆に水道代、洗剤代も増えるので有料化にしても良いくらい。

もちろん専業主婦であればしっかりやっています！ 

  

  

   有料化にあたり、ごみを分別して、ごみの減量・リサイクル率を上げる目的だけな

らば、有料なら分別しなくてもお金をだしているのだからと分別に消極的になる人も

でてくるのではないでしょうか？有料にするメリット、サービスを少し考えて頂きた

いです。まして、だれが不法投棄のごみを有料の袋に入れて処分してくれるのでしょ

うか？今までのように容易に片付けたくない感じです。また、有料と言うなら、ごみ

を出しに行くのも遠いし、そうじ当番するにも毎日のように（ごみ出しの日が多い）

あるし、収集される時間もまちまちで、負担が多いので、個々に収集して頂きたい位

です。そうすれば、私的には安心してごみを家の前にだし、収集されたか何かまちが

いがあって収集されなければ、注意もでき、自分のごみに責任がもてるような気がし

ます。高齢化社会の今、ごみ屋敷が増える前に何か納得のいく有料化でお願いしたい

です。 

  

  

  

  

  

  

５０歳代 ・年配者はカン、ビンを遠い集積場まで持って行けないので、燃やせないごみで出し

ていると聞く。一人暮らしの年配者等にも配慮がいるのでは？ 

・１０リットルの指定袋が売っていない。一人暮らしの人には不便です。   

  ・地域の清掃で出される雑草などはどうなりますか。 

・家のヘイを樹木にすると、補助金が出ると聞いたことがあります。樹木が大きくな

りすぎないないよう枝はらいをします。するとゴミを出さなければならない→有料、

なんかおかしくないですか。庭木を切った際に出るゴミについても配慮してほしいで

す。 

  

  

  有料化にならないためにどうしたらいいかをもっと打ち出し呼びかけるべき。家によ

って負担の軽減は不公平になる。きっちりと公平にすべき。又、生活保護の方は近所

にいるが、ふつう以上の生活をし、立派な車に乗っている。生活保護が必要でないと

近所の人がみんな思っている中で軽減する必要があるのか疑わしい。収入のないお年

寄り世帯なら納得できる。年金も減っていてかわいそうである。ごみをすてずにため

こんで異臭を放つなどの状況も考えられる。子供のおむつも大のおとなの親が収入を

得ているのだから、こちらも軽減の必要はないと思われる。 

  

  

  

  

６０歳代 不法投棄や収集拒否があった場合、町会（市民）が整理処理しているのが実態です。

有料化すれば、市が全部責任を持って下さい。   

  夜間照明つきの市営球場は市民何％のためのものでしょうか？水郷プールは？図書館
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  は？どれほどの人が利用するのでしょうか？ゴミの問題は市民１００％が関わる問題

です。それだけに、税金を一番使うべき場所のはずです。これから、年金等の収入は

下がり、収入が減る一方の人間にとって一番公平に使われる場所に、有料化の話は受

け入れにくいです。弱い者の処理負担をしいるのが行政ですか？ 

  

  

  ・現在、ゴミ袋を有料販売しているので、有料化はすでに始まっていると思っていま

した。業者からは一円も回収していないのですか？単なるゴミ袋の値上げと思う人も

多いのでは。 

・勝手に送られて来るダイレクトメールやパンフレットが多い。業者にも負担させる

べき。 

  

  手数料を上乗せした袋でない袋で集積場に出した場合の自治体の対応方針はどうなっ

てくるのか！真面目に指定袋を使うとは限らないと思う。現在もそういう人がいる事

は事実！！有料化するのなら、細かな所まで議論を尽くして欲しい。 

  

  

  有料化を導入することは、やむを得ないと思うが、それ以上に資源ごみの収集回収と

収集場所を増やす必要がある。また、収集日でない日にも資源ごみが出せるよう拠点

場所を設けるべきである。   

７０歳代 有料化賛成。そして、ある程度の目標を定め、市としてそれが達成された時点で、又、

無料化にするのはどうでしょうか？有料化反対の人も努力するのではないでしょう

か？   

  現在、可燃ゴミと生ゴミの分別を始めてから、ゴミ自体の量がかなり減っています。

今のまま進めていけば良い。何でも有料化は反対です。   

  １０ℓのゴミ袋を作って下さい。ゴミ袋も有料です。２０ℓ袋が１０ℓになれば半額（？）

になります。プラスチック分別収集になり、燃えるゴミがおどろく程少なくなりまし

た。ゴミ袋も・・・ゴミです。（ダンボールコンポスト実践者）   
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３-（１）ごみ処理有料化に伴う負担軽減措置の考え方について 

 

１ 負担軽減措置の対象について 

手数料の負担を軽減する対象については、生活支援目的などの社会的配慮からのものと、地域活

動や環境美化の奨励の目的と２種類あります。 

 

２ 茨城県内有料化実施市（12市）での負担軽減措置の例 

      

 

    

 

 

 

 

３ 全国有料化市の負担軽減措置実施状況 （東洋大学 山谷修作教授 2016年 7 月調査から抜粋） 

   全国有料化実施市 459市（2012 年 7月時点） 

    清掃活動奨励目的 422 市（有料化市全体の 91.9％） 

    社会的配慮    195 市（ 〃     42.4％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 土浦市におけるごみ処理手数料の負担軽減措置案について 

【要検討】 

平成 23 年一般廃棄物（ごみ）の減量化の具体的手法について（答申）において、対象外とするもの

について、「社会的配慮」、「ボランティア清掃」、「剪定枝」を要望するとのご意見がありました。 

しかしながら、ごみ減量化とリサイクルの推進は、ごみを出す全員が公平に取組むべきことである

ため、ごみ処理有料化の負担軽減対象を広げることは、ごみ減量化等の目的を妨げかねません。 

そこで、再度その是非について検討してまいります。 

 

① 負担軽減措置の対象（案）の是非について 

「紙オムツ使用世帯」 

「ボランティア清掃活動」 ⇒ボランティア清掃の範囲を再定義する必要がある 

  「枝・葉・草」各家庭から排出される剪定枝、落ち葉、枯葉、除草後の草 

               ⇒排出方法について再検討する必要がある。 

 

  

社会的配慮 清掃活動奨励目的 無し 

1市（低所得者世帯） 7市（ボランティア清掃） 5市 

水戸市 水戸市・日立市・高萩市・

ひたちなか市・常陸大宮

市・行方市・下妻市 

常陸太田市・北茨城市・笠

間市・潮来市・小美玉市 

243

179

16 23
0

1 0 0

2 0 0

3 0 0 全国有料化市の手数料負担軽減措置実施状況市数 
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② 紙おむつ使用世帯に対する負担軽減措置の方法（案） 

 

案 案１ 専用袋の使用 

生ごみの専用袋と同様に、

専用袋を購入する方法 

案 2 推奨袋又は市販の透明

袋の使用 

市が規格を定めた推奨袋又

は市販の袋を使用する方法 

案 3 対象世帯への袋の配布

対象範囲を定めて、一定量

を配布する方法 

 

良

い

面 

①専用袋のため、多量廃棄を

抑えることができる。 

②専用袋のため、他の袋との

区別がつきやすく、回収時

の手間が省け、効率よく回

収できる。 

③専用袋のため、分かりやす

い排出ができる。 

④市が認定した業者が作成

し、販売するため、市の財

政負担はない。 

①推奨袋は市で規格を定め作

成。他の資源物（ペット、

プラ、古布など）の排出時

にも利用できる。 

（新治広域で実施） 

②市販の透明袋は容易に手に

入りやすく、大きさも好み

のものを選ぶことができ、

かつ価格は安価である。 

③透明を使うことにより中身

の判別が容易である。 

①市から一定量が配布される

ため、対象者の費用負担は

ほとんどない。 

②専用袋のため、他の袋との

区別がつきやすく、回収時

の手間が省け、効率よく回

収できる。 

③専用袋のため、分かりやす

い排出ができる。 

 

悪

い

面 

①専用袋とするため、入手先

が限られる。 

②無指定のものより袋の価格

が高くなる。 

 

 

①市販の透明袋での排出は、

燃やせるごみを入れるなど

悪意を持った排出者に注意

しなければならない。 

②オムツを直接捨てることに

抵抗があり、新聞紙にくる

んで捨てる人が多いためオ

ムツかどうか分かりづらい

など、収集業者が適正・不

適正の判断がつきづらい。 

①紙オムツは、課税世帯も非

課税世帯も同様に必要とす

るものであり、対象範囲を

定めてしまうことで不公平

が生じる。 

②一定枚数がもらえるため、

大量排出を促しやすい。 

③乳幼児から大人まで広範囲

であり、所得や家族形態も

様々であるため、対象範囲

を定めることは難しい。 

④袋の作成、配布など、更に

市の財政負担が増える。 
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③ 負担軽減の量と額の試算 

負担軽減対象 対象量 額の試算 

オムツ 
1,080ｔ 

(組成率)4.42% 中野区家庭ごみ組成調査より 

（重さ）10kg/袋 
5,400千円 

ボランティア清掃 
201t 

（重さ）5.6kg/袋 1,800千円 

枝・葉・草 3,513t 
（組成率）14.38％ （重さ）10kg/袋 

17,565千円 

 ※H27 家庭系可燃ごみ 24,427ｔ  ※重さ 45ℓ１袋の重さとした（基準：一般廃棄物有料化の手引きより 40ℓ・5kg） 

 

 

④ 庁内検討会の実施について 

   上記①、②、③については、つぎのとおり検討会を開き、担当者で検討したものである。 

 検討会 ：1 回目 平成 28年 4月 27 日（水）10：00～11：00 

         2 回目 平成 28年 5月 25 日（水）10：00～11：15 

    メンバー：環境衛生課、社会福祉課、障害福祉課、こども福祉課、高齢福祉課 
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３-（２）ごみ処理有料化に伴う手数料の使途について 

 

手数料の使途については、市民にとってわかりやすい方法にすることが求められます。

ごみ処理有料化制度の目的の一つとして「ごみの減量化やリサイクルの推進」を掲げてい

ることから、手数料収入はこの分野の施策の経費として使用することが適当と考えます。 

 

項目 使途の例 取り組んでいる市名 

有料化の

運営に必

要な経費 

・指定袋の作成、

流通費など有料化

の運用経費 

・指定袋の作成 洲本市 

下妻市 

潮来市 

常陸大田市 

登別市 

行方市 

笠間市 

日立市 

調布市 

小美玉市 

北茨城市 

水戸市 

長野市 

常陸大宮市 

高萩市 

 

･流通・収納管理費 

・収集運搬 

住民の意

識改革に

資するも

の 

・ごみ減量・資源

化推進の助成・啓

発事業費 

・パンフ等印刷物作成 

矢板市 

水戸市 

長野市 

 

調布市 

 

日立市 

 

・環境教育に関すること 

・インターネット環境の

整備 

･新聞社などへの広報 

リサイク

ルの推進

に資する

もの 

・資源ごみの収集

充実 

・新たな分別収集運搬経

費 
長野市 日立市 水戸市 

 

・集団回収補助 千曲市    

環境美化

に関する

こと 

・地域の環境美化 ・集積場の充実・美化 潮来市 ひたちなか市   

・市域全体の環境

美化 
・不法投棄対策 下妻市 ひたちなか市 水戸市  

施設整備 
・ごみ処理施設の

整備費 

・施設整備や管理費 登別市 潮来市 常陸太田市 水戸市 

・基金の設置 野田市 登別市 
  

・最終処分場の整備 
    

・資源化施設の整備費 
    

新たな施

策への財

源 

・戸別収集の導入 日野市 笠間市 日立市 
 

・環境ファンドの設立 京都市 福岡市   

一般財源（歳入）状況 

・使途を限定していない市 我孫子市 下関市 常陸太田市 高萩市 

・清掃費に使途を限定している市 

日野市 

調布市 

水戸市 

ひたちなか市 

千曲市 

日立市 

潮来市 

下妻市 

熊本市 

北茨城市 

常陸大宮市 

行方市 

名護市 

笠間市 

小美玉市 

 

 

資料：環境省「一般廃棄物処理有料化の手引 参考資料 有料化事例集掲載」より 

   茨城県内で有料化を実施している市の取り組み 



10 

３-（３）他の施策との併用 

 

ごみ処理有料化の効果を持続するため、また、不法投棄や不適正排出などが横行しないようにす

るためには、他の施策や懸念される課題への対応について整理する必要があります。 

ごみ有料化により期待される「住民意識の改革」、「ごみの減量化とリサイクル推進」の 2つの効

果を持続させるための受け皿（施策）の整備を拡充し、減量効果の強化と合わせて市民負担の軽減

に取り組みます。 

 

１ 現在実施している取り組み 

 

２ 有料化導入時･後に必要と思われる対策 

懸念される課

題に対する対

策 

（１）不適正排出への対応 

（２）不法投棄への対応 

①不法投棄されたごみの撤去 

②不法投棄が頻発する場所の監視体制の強化 ⇒通報網 

③地域活動 ⇒アドプト制度など住民参加型撤去活動 

④啓蒙活動 ⇒出前講座などの学習機会の充実 

⑤投棄者への指導 ⇒警察との協力 

（３）外国人への対応 

ごみの減量

化・リサイクル

推進に向けた

対策 

（１）紙類の資源化の強化 

（２）食品ロス削減に向けた取り組み 

（３）枝・葉・草の資源化 

（４）集団回収制度の拡大 

（５）排出抑制や再生利用に取組む小売店舗等の支援 ⇒表彰や認定制度 

体制の見直し

に対する対策 

（１）新治地区との一元化 

①新治地区の不燃・カンの出し方の検討 

②土浦市清掃センターでの一括処理（平成 33年度以降） 

（２）収集運搬体制の見直し 

（３）家庭系・事業系ごみ搬入手数料、粗大ごみ手数料の見直し 

事由 取り組み 

発生

抑制 

家庭系 ・マイバック運動など、容器包装の排出抑制の強化 

・出前講座や施設見学での直接対話による指導 

・不適正排出の指導の徹底 

事業系 ・焼却施設搬入検査の強化 

・不適正排出の指導の徹底 

資源

分別 

家庭系 ・紙類の分別の徹底 

・生ごみの分別の徹底（生ごみ分別収集と生ごみ自家処理容器の普及） 

・容器包装プラスチックの分別の徹底 

・使用済み小型家電回収の拡充 

・子ども会廃品回収の充実 

事業系 ・紙類の分別徹底 

・食品廃棄物の分別徹底 

・焼却施設搬入検査の強化 

・不適正排出の指導の徹底 

美化  ・さわやか環境推進員や市民委員会環境部員の研修実施 

・ボランティア清掃活動への支援（袋の配布、回収） 

・不法投棄監視員との連携 
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３ 他市の状況（有料化先進地視察及び聞き取り調査による） 

導入市 導入年度 その他施策との併用 

水戸市 平成 18年 ・分別区分の拡充 

・自己搬入料金の見直し 

・集積場での指導・啓発 

・集団回収奨励金の導入又は増額 

・マイバックキャンペーンの導入 

・集積場監視をシルバーに委託 

・資源ごみ収集日数の拡充 

・外国語版の冊子やチラシを作成 

・監視カメラの設置または貸し出し 

・エコショップ認定制度の導入 

・ごみ減量・リサイクル推進員制度の導入 

・パトロールの強化 

ひたちなか市 平成 7年 ・資源ごみ収集日の拡充 

・生ごみ処理器補助制度の導入 

・テレビ、ラジオ、新聞その他媒体での周知 

・集団資源回収奨励金の導入 

・旧指定袋と有料ごみ袋との交換 

・自己搬入料金の見直し 

・モデル地区の試行（有料袋モニタリングの実施） 

・ごみ集積場での指導、啓発活動 

・不法投棄監視員制度の導入 

長岡市 平成 16年 ・プラスチック製容器包装分別収集開始 

・枝葉・草の分別収集開始 

・粗大ごみの戸別有料収集開始 

・紙類を月 1回から月２回へ回収回数を増やす 

・資源回収奨励金の増額 

・ふれあい収集制度開始 

・環境美化推進員制度の創設 

・有料化手数料の使途にかかる情報公開 

真岡市 平成 26年 ・自己搬入ごみの有料化 

・不法投棄監視員の増員 

足利市 平成 20年 ・自己搬入手数料の見直し 

・集団資源回収奨励金の導入 

・葉、草、オムツを透明袋での排出に変更 

・事前サンプルの配布 

・パトロール強化 

・外国語版の冊子やチラシの配布 

 


