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１ 平成 28年度第 4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）についての説明 

パブリック・コメントを公民館で閲覧できること

をほとんどの人が知らない。多くの方から意見をい

ただくためには、環境問題地区懇談会などを利用し

てはどうか。 

パブリック・コメント手続は定められた手続きがあ

る。それとは別に、環境問題地区懇談会でも意見をい

ただくようしたい。 

紙類の収集回数を増やすことができるのか。 収集を増やすと経費がかかるため、増やすことが

できない。ごみ処理有料化によりごみ減量化と分別

の徹底がなされれば、収集体制の見直しを行う必要

が出てくる可能性がある。 

紙類が細分化されているため、分類が分かりづら

く、面倒になり、出しにくくなっているのではない

か。 

リサイクルするためには、種類ごとに出さなくて

はならない。最低でも、新聞、ダンボール、ざつ紙

には分ける必要がある。  

公民館をシュレッター紙の回収拠点として利用

できないか（シュレッター機の設置、回収の効率化） 

取組の参考といたしたい。 

有料化により、剪定枝や板などの出し方はどのよ

うに変わるのか。袋出しなのか。 

出し方について基準を作る方向で進めている。 

有料化実施後のごみの減量化より、最終処分場の

延命化はどれくらいなのか、試算しているのか。 

生ごみと容器包装プラスチックの新たな分別収

集により、平成 41 年度まで延命化できることとな

った。更にごみが減ればさらに延命化できるものと

考えている。 

・廃食用油の資源化について、回収量及び BDF化以

外のリサイクル方法の活用について。 

・廃食用油回収は、地球温暖化防止、環境保全を推

進する上では重要な取り組みである。 

平成 24年度は 8トン、平成 27年度は 18tと増え

ている。回収方法については、担当課に御意見を伝

えておく。 

⇒担当課から 

公民館などの公共施設で回収された廃食用 

油は BDF化し、町内で回収された廃食用油は油脂

業者に売却し、飼料やインク原料となっている。 

２ ごみ処理有料化制度（案）について意見をいただく。 

市民懇談会ではどのような意見があったのか。 一中地区では、時期尚早である、市民への周知が

十分なされていない、という意見をいただいた。 

新治地区と土浦地区が一緒になるのはいつか。 新治広域事務組合と土浦市との協定は、平成 31

年度末で切れるため、それを機にと考えているが、

今のところ、協定に関する協議は行われていない。 

市民への周知はいつごろから行うのか。 第 1回目を 9月の広報紙と併せて行った。出前講

座、環境問題地区懇談会などを利用し広報する。 

・今後は地区を活用した広報が重要になってくるの

ではないか。 

・出前講座の活用、地区長の支援などお願いしたい。 

地区長へは、役員会等を通じて、2回ほど行った。

継続して周知していきたい。 
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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 
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提出された意見（要約）とその意見に対する考え方 

     
№ 事項（要約） 内容（要約） 考え方 計画の修正内容 

1 
分別の徹底

について 

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 
表現の統一

について 

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 全体に対して 

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

ントについて 

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。 

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。 

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。 

  

5 

パブリックコメ

ント手続きに

関する資料

について 

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。 
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6 

全体の構成

や字句・表

現・図表の単

位について 

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 

計画策定の

趣旨の中の

表現につい

て 

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

目表現につ

いて 

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％，１８

５．５％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。 

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。 

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」 
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9 

ｐ２前回計画

の達成状況

について 

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。 

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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第３章 ３－２ 

土浦市のご

み処理の状

況について 

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 
ｐ２３本文下

から５行目 

「・・・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 

ｐ３２紙類の

資源化の徹

底について 

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 

ｐ３６（５）詳細

組成の特徴

の内容に関し

て 

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。 
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14 

ｐ３８ ２）ごみ

収集・運搬車

両 

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。 

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。 

ｐ３８「本市の収集・運搬・・・・総積載量

は１０４t となっています。→削除」 

15 
ｐ３８表３－２

－１４ 

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 
ｐ４３表３－２

－１８ 

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５

０ｔ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ｐ３８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３－２－１８ 

ｐ４４表３－２－１９ 

ｐ４５表３－２－２０各収集量欄削除 

ｐ４３表３－２－１８ 

「燃やせない処理量→燃やせないごみ

処理量」 

17 
ｐ４８図３－２

－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

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。 

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焼却残渣は焼却灰に

修正いたします。 

ｐ４７図３－２－１６ 

「焼却残渣→焼却灰」 

ｐ４８図３－２－１７ 

「リサイクル→選別・圧縮・保管」 
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18 
単位表記に

ついて 

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Ｈ２７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３－２－１９、３－２－２０単位表

記「円」 

19 

ｐ５２ １０）土

浦市エコ・シ

ョップ制度 

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，Ｈ２７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 

子ども会廃品

回収の実態

について 

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 

ｐ５２ＥＭぼか

し容器助成に

ついて 

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，市の見解を明らかにし

たうえで計画化するべきであ

る。 

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 ３－２－

１２ 類似自

治体との比較

検討につい

て 

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１００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。」 
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23 

ｐ５７ 課題１ 

原単位につ

いて 

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，ｐ５５

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，１，２３４

ｇ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 

ｐ５７課題２のリサイクル率１

１．９％について，ｐ５５表３－

２－２５ではリサイクル率が１

８．６％になっている。 

可燃ごみの割合７３％はＨ２７

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２

４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－

２５）」 

25 

ｐ６２～６３図３

－３－１につ

いて 

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，ｐ６

３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 

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 

ｐ６３後期取

組の内容の

表示につい

て 

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。 
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28 

ｐ６４達成目

標の設定に

関して 

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 

各目標予想

グラフについ

て 

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。 

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。 

ｐ６４ 図３－３－２下部 

「※平成３０年度１０月ごみ処理有料化

導入予定」 

ｐ６５ 図３－３－３下部 

「※１平成３０年度１０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１０月ごみ処理有料

化導入予定」 

「※２新治地区統一以後・・・」 

30 
目標値の割り

振りについて 

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％ほど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 

ごみ有料化

の説明につ

いて 

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，ごみ減量効果や，市財政

への効果等分析と説明が必

要である。 

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。 

  

32 

ｐ７８教育・啓

発活動の充

実について 

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。 
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33 

ｐ８０ 取組６ 

④４Ｒクッキン

グについて 

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 
生ごみ・不燃

物の件 

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 
空き缶の出し

かたについて 

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。 

  

36 

燃えるごみ

袋・生ごみ専

用袋につい

て 

 

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。 
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３ 環境問題地区懇談会での意見について 

 

◎ 期  間：平成２９年１月３１日（火）～２月１０日（金）午後６時３０分～８時 
 

 

◎ 出 席 者：地区長、地区市民委員会委員長・副委員長（各部）、環境部員、 

さわやか環境推進員、市議会議員 
 

 

◎ 市出席者：市民生活部長・環境保全課・環境衛生課 
 

 

◎ 出席状況： 

 日にち・場所 出席予定者(人) 出席者(人) 出席率（％） 

一 中 １月３１日(火) 一中地区公民館 １６６ ５６ ３３．７ 

二 中 ２月 ２日(木) 二中地区公民館 ８０ ３７ ４６．３ 

三 中 ２月 ３日(金) 三中地区公民館 １６５ ５０ ３０．３ 

四 中 ２月 １日(水) 四中地区公民館 １０５ ４１ ３９．０ 

五 中 ２月 ９日(木) 上大津公民館 ８７ ３６ ４１．４ 

六 中 ２月 ８日(水) 六中地区公民館 ７４ ３５ ４７．３ 

都和中 ２月 ７日(火) 都和公民館 ８６ ３６ ４１．９ 

新治中 ２月１０日(金) 新治公民館 ９４ ３２ ３４．０ 

合 計  ８５７ ３２３ ３７．７ 

 （平成２７年度） ７７４ ２９５ ３８.１ 
 

 

◎ 内容 

【説明内容】  ①第 2期土浦市環境基本計画後期計画の概要について 

②霞ヶ浦の水質浄化に向けて（湖沼会議開催、水路等の異常事態対応） 

③廃食用油回収事業について 

④屋外燃焼行為（野焼き）の禁止について 

⑤家庭ごみ処理有料化制度導入について  

 

【質問内容】・家庭ごみ処理有料化について 

（一部抜粋）   →収入の使途の明確化と市民への周知徹底について 

→袋の仕様に関する要望について（大きさ、形状、強度、外国語や

イラスト表記の追加） 

→1リットル１円の値段設定の根拠について 

→枝・葉・草、ボランティア清掃時の排出方法について 

→有料化の早期周知の要望について 

・ごみの減量と分別収集について 

        →分別により経費が嵩む中、分別の継続及び有料化を実施する理由

について 

        →ごみ排出量が多い原因とごみ減量化の目標について 

→ごみ処理経費の推移と増加の理由について 

→生ごみ・容器包装プラスチックのリサイクル手法及び分別の効 

果について 

→ごみの分け方・出し方のルールの周知徹底について 

・不法投棄対策の具体的な方法について  

・野焼き禁止事項の確認とごみの出し方について 


