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１ 平成 28年度第 3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 

１ごみ処理基本計画後期計画（案）土浦市のごみ処理の現状についての説明 

事業系ごみ削減について、事業者への指導にあ

たっての問題点はなにか。 

排出者に直接指導する方法が一番である。 

清掃センターでのパッカー車の展開検査では、複

数の事業所が混ざり排出者の特定が難しい。 

ごみの減量策としては、清掃センターへの搬入制

限をすることも一つの方法と考えている。 

事業者が家庭ごみ集積場に出している実態を把

握すべきではないか。少量であれば、有料で家庭

ごみ集積場に出すことを考えてはどうか。 

事業系ごみの排出方法について、他市の例を参考

に検討していきたい。 

事業者は、メリットがあることが分かれば分別

が進むのではないか。 

後期計画に紙類の分別の徹底について記載しま

す。 

土浦市の事業所数は増えたため、事業系ごみが

増えたのではないか。 

経済センサスより、平成 21年は 7239事業所、平

成 26年は 6888事業所。事業所数は減り、ごみは増

えている。 

土浦市と同程度の人口規模の自治体の例から。

プラや紙の排出量が少ないのは、市民が「出さな

い」という意識が定着しているからではないか。

土浦市ではシュレッター紙など新たな紙類の回収

方法を検討してはどうか。 

後期計画に紙類の分別の徹底について記載しま

す。 

アンケートの意見の中にモラルの低さの記載があ

った。紙類は絶対に入れないなどの分別意識を高

めることが重要ではないか。 

後期計画に教育や周知策などについて記載しま

す。 

事業系ごみを出す事業所の種類は。 会社のほか、官公庁、病院、福祉施設、ホテルな

どが該当する。 

事業所から出る紙類は一般廃棄物なのか。 一般廃棄物である。 

２ 後期計画の目標値の設定について。平成 33 年度までに茨城県の目標値と同じ 1 人 1 日当たり 919ｇ

とするか、平成 26年度の全国平均値の 947gとするか意見をいただく。 

ごみ排出量を明確に下げられる方法があれば、目標を高く持つほうがいいが、無理な目標設定をはしな

いほうが良い 

茨城県が 919ｇを目指しているのであれば、同じに目指してもいいのではないか。 

ごみの分け方、出し方について、市民一人ひとりに分かってもらわなければならない。そのような中、

目標は高くないほうが良いのではないか。 
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委員からの質問・提案 市の回答・その後の対応等 

３ ごみ処理有料化の生活支援のための負担軽減策について意見をいただく。 

草は有料化の対象外でいいのではないか。 

枝葉・草の資源化に取組んではどうかと提案す

る。堆肥化施設に持ち込めば、その分可燃ごみの減

量化に繋がる。 

後期計画に草木のリサイクル（バイオマスの利活

用）について記載します。 

現在、枝は縛って出せば袋に入れなくいいが、有

料化の対象となった場合はどのように出せばいい

のか。 

袋に入れて出すことになる。 

ボランティア清掃とはどのようなことを想定し

ているのか。 

町内や会社で行っている、公園清掃、周辺地域を

きれいにする活動のことを想定している。 

町内清掃は有料化の対象外にしたほうが良い。収

集袋については、事前の申告制にし、町内会へ配布

するなどすればいいのではないか。 

基準作成の参考といたします。 

今後、枝葉・草のリサイクルなど新たな取り組み

をし、環境を守る政策を掲げられることはいいこと

である。 

また、有料化により得られる収入を、枝葉・草の

リサイクルなどの環境に配慮した費用に使うこと

となれば、市民に有料化が受入れられるのではない

か。 

手数料の使途の案として、参考とさせていただき

ます。 

清掃センターは枝葉・草の堆肥化は可能なのか。 民間施設に堆肥化等の処理委託をお願いするこ

ととなる。環境クリーンセンターは平成 29 年度か

ら枝葉・草の堆肥化（民間処理委託）をすることと

なった。 

空き家や高齢世帯の一軒家などの草木問題が大

きくなりつつある。そのような中、枝葉・草を有料

化してしまうと、より一層手入れがされなくなって

しまい、問題が大きくなるのではないか。 

基準作成の参考といたします。 

 紙オムツ、枝葉・草、町内清掃活動は有料化の対

象としないほうがいいと思う。しかし、何でもいい

というわけにはいかない。基準を設けるべきだ。 

基準案を示し、再度審議していただくことにしま

す。 

 



3 

 

 

「第２次土浦市ごみ処理基本計画後期計画（案）」 

パブリック・コメントの実施について 

 

土浦市廃棄物減量等推進審議会 

 

１ 趣 旨 

   市では、平成 24年に「第 2次土浦市ごみ処理基本計画」を策定し、市民、事業者、

市の協働により、ごみの減量化とリサイクルの推進を図ってきました。 

   この計画は、平成 24年度から平成 33年度までの 10年間の計画の中で、ごみ処理の

推移、社会情勢の変化に合わせ中間年にあたる 5年目に見直しを行うこととしています。 

   つきましては、「第 2次土浦市ごみ処理基本計画後期計画（案）」を取りまとめました

ので、土浦市パブリック・コメント手続きに関する要綱に基づき、皆さんからの意見を

募集いたします。 

 

２ 公表するもの 

   第２次土浦市ごみ処理基本計画後期計画（案） 

 

３ 意見の募集期間 

   平成２９年１月４日（水）から平成２９年１月２５日（水） 

 

４ 意見を提出できる方 

   ・土浦市内に住所を有する方、または通勤・通学する方 

   ・土浦市内に事務所・事業所を有する個人・法人・その他の団体の方 

 

５ 意見の提出方法 

  ・意見等は必ず氏名（名称）、住所（所在）、連絡先を記入のうえ、土浦市廃棄物減量等

推進審議会事務局（市民生活部環境衛生課）に持参または郵送、ファックス、電子メ

ールのいずれかで提出してください。（電話は不可） 

① 郵送（封書またはハガキ） 

  送付先  〒３００－８６８６ 

       土浦市大和町９－１ 

       土浦市廃棄物減量等推進審議会事務局 環境衛生課 あて 

② ファックス 

送付先 ０２９―８２６－１０６４ 

    土浦市廃棄物減量等推進審議会事務局 環境衛生課 あて 

③ 電子メール 

 電子メールアドレス  gomitai@city.tsuchiura.lg.jp 

   

 ６ 公表する場所 

     ・環境衛生課窓口、情報公開室、各支所・出張所、各地区公民館 

     ・市のホームページへの掲載 
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家庭ごみ処理有料化制度の検討（案）について 

 

 家庭ごみ処理有料化は、排出者が出した相応分の処理費用を負担することで、ごみに対する意識の向上を

促すことを目的とし、その結果として、ごみの減量化とリサイクル推進などへの取組み、費用負担の公平性

の確保などを図るものです。 

 本市では、平成 23 年度に土浦市廃棄物減量等推進審議会において「一般廃棄物（ごみ）減量化の具体的

手法について」、生ごみ分別収集と容器包装プラスチック分別収集の実施と、家庭ごみ処理有料化の 3 つの

手法が有効であると答申を受けており、検討を進めてきました。 

 平成 27 年度の生ごみと容器包装プラスチックの全市域での分別収集の実施によるごみ排出量等の推移や、

全国のごみ排出量との比較、またごみ処理有料化の状況を踏まえ、当市で導入した場合の目的や望ましい方

法について、土浦市廃棄物減量等推進審議会での審議をいただきながら整理しております。 

 

１ 土浦市のごみ処理の課題 

 ・ 家庭ごみのごみ排出量は、全国平均と比較しても排出量が多く、ごみの減量化が必要である。 

・  可・不燃ごみの中にはリサイクルできるものが多く含まれており、分別の徹底が必要である。 

 ・ 焼却施設及び最終処分場の延命化が必要である。 

・ 資源循環型社会を目指すためには、多種多様なごみの種類に応じた分別区分を設定する必要があり、

持続可能な行政運営を行っていくためには、それに応じた処理・処分費用など経費が必要になる。 

  

２ 有料化によるごみ減量等の目標 

・ 平成３３年度までに家庭ごみの 10％以上の減量化とリサイクル率 25％以上の達成を目標とする。 

 

３ 有料化による効果 

・ 排出量に応じた負担の公平性の確保 

・ 住民意識改革による排出抑制とリサイクルの推進 

・ 全体のごみ排出量が減少することによる経費の削減 

・ ごみ処理施設の負担軽減と省エネルギー化 

 

４ 有料化の時期 

平成 30年 10月の実施を目指します。 ※手数料の条例改正が必要です 

 

５ 有料化の対象となるごみの種類 

燃やせるごみと燃やせないごみの 2種類とします。 

  ※生ごみなど資源になる物については、リサイクル促進のため、有料化の対象としません。 

 

６ 手数料の徴収方法 

手数料の徴収方法は、指定ごみ袋に手数料を上乗せする「指定ごみ袋方式」とします。 

 

７ 手数料の料金体系 

ごみの排出量に応じて排出者が手数料を負担する方式である「排出量単純比例型（均一従量制）」とし

ます。 
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例えば、ごみ袋ごとに一定の手数料を負担する場合には、手数料は、ごみ袋一枚当たりの手数料単価と

使用するごみ袋の枚数の積となります。 

 

８ 袋の形状 

現行の平型袋と区別するために「レジ袋タイプ」とします。 

  規格については、障がい者、外国人、低炭素社会に配慮したものを検討します。 

 

９ 袋の大きさ（容量） 

・ 燃やせるごみは、15ℓ、30ℓ、45ℓの 3種類とします。 

・ 燃やせないごみは、15ℓ、30ℓの 2種類とします。 

 

10 手数料の料金水準 

手数料の料金水準は 1ℓあたり 1円、各袋の 1枚当たりの料金水準は次のとおりとします。 

（燃やせるごみの袋 45ℓの袋の料金水準については、より小さいサイズでのごみの排出を誘導すること

でごみの減量化を図るため、1ℓ当たり 1.1円とします。） 

   燃やせるごみの袋  15ℓ 1枚 15円 

             30ℓ 1枚 30円 

             45ℓ 1枚 50円 

   燃やせないごみの袋 15ℓ 1枚 15円 

             30ℓ 1枚 30円 

   

11 有料化の対象外品目 

町内会等が実施する清掃活動（ボランティア清掃）のごみ等について検討しています。 

 

12 手数料の使途 

一般財源とし、ごみの減量化やリサイクルの推進にかかる既存のごみ処理経費の一部として使用しま

す。 

 

13 他の施策との併用 

  ・不法投棄対策 

  ・事業系ごみのごみ減量化とリサイクル推進対策 

  ・紙類、枝葉・草のリサイクル促進対策 

  ・排出抑制効果の維持対策 など 

 

 

１ℓ１円には袋の製造費

等有料化にかかる費用

も含まれます。 
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「おいしく残さず食べきろう！」運動の実践 

 

 

 

 

★おそとで！残さず食べきろう 30・10運動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

★おうちで！残さず食べきろう 30・10運動 

 

 

 

 

 

以下について取り組んでみましょう。 

1 注文の際に食べられる分だけ注文しましょう。 

2 食事が始まってから（乾杯後）30分間は席を立たずに料理を楽しみましょう。 

3 お開き前 10分間は自分の席に戻って、再度料理を楽しみましょう。 

４ 料理がたくさん残っているテーブルから、少ないテーブルへ料理を分けましょう 

☆代表者（幹事）さんの一声！が肝心です☆ 

  1 会食をはじめる時 

   『ここで、ご出席の皆さまに、「残さず食べよう 30・10運動」をご案内いたします。30・10

運動とは、食べ残しを減らす運動です。最初の 30分間とお開き前の 10分間は自分の席につ

いて料理を楽しみ、 「もったいない」を心がけ、食品ロス削減の取り組みにご協力ください。』 

2 宴会終了 10分前 

   『皆さまにお知らせいたします。間もなくお開きの時間となりますので、今一度自分の席に戻り、

料理をお楽しみください。』 

会食や宴会のとき、食べ残ったものを見て「もったいない」と思ったことはありませんか？ 

会食、宴会時での食べ残しを減らすために、ぜひ、お仲間や職場などの宴会から、食品ロス削減

の取組みにご協力ください。 

食品庫の中、冷蔵庫の中を見て、食べないで捨ててしまうものを「もったいない」と思ったこと

はありませんか？ 

問い合わせ先 土浦市役所 環境衛生課 

食べられるにもかかわらず捨てられてしまう食品ロスを「もったいない」の気持ち

で皆さんが協力して減らすことにより、本市における一般廃棄物の減少を図り、食

品ロス削減を推進します。 

土浦市民の皆さん！！ 

12月から 1月は 

宴会シーズン 

以下について取り組んでみましょう。 

1 使うものだけを買うようにしましょう。 

２ 残さず、食べきりましょう。 
   ⇒余り食材が別料理に変身！（クックパッド「消費者庁のキッチン」） 

３ 10日と 30日は食品庫と冷蔵庫の整理をしましょう！ 

４ 賞味期限と消費期限を正しく理解しましょう。 

 

５ フードバンクの活動に協力しましょう。 
⇒きずな BOXは土浦市役所 1階ポプラの店とコープつちうら店にあります 

 
※フードバンクとは・・安全上は問題がなくても廃棄される食品の寄付を受け、無償で必要な人や団体に提供するボランティア活動 

※賞味期限とは・・・おいしく食べられる期限 ※消費期限とは・・・安心して食べられる期限 

受入れられる食品 
 

常温保存可能，未開

封で賞味期限が２ヶ

月以上残っているも

の 
 

※詳しくは 

土浦社会福祉協議会 

ホームページで！ 


