薩摩川内市一般廃棄物処理計画ごみ処理基本計画（案）に関する
パブリックコメント（意見募集）手続きの結果
平成 18 年８月
平成 18 年３月 28 日から４月 28 日までの間，一般廃棄物処理計画ごみ処理基本計画（案）について意見募集
を行った結果，３人から 32 件の意見の提出がありました。
提出方法別の人数は，以下のとおりです。
提出方法
郵送
ファクス
E－mail
合計

人数
２人
１人
０人
３人

意見の概要及び意見に対する市の考え方は，以下のとおりです。
なお，寄せられたご意見に対して，市の考え方で「検討します。
」と回答した内容につきましては，実行段階で
の参考とさせていただき，引き続き検討結果については公表いたします。
No

分類

御意見等の概要

御意見等に対する市の考え方

資源ごみ収集を週１回に変更できな
いか。

週 1 回収集を行うとすればリサイクル推進員の業
務増や現在のネット・コンテナ収集方式から個人に
よる資源ごみ排出専用袋による排出方式への変更
など，行政によるコスト増と市民の方へのコスト増が
予想されます。このため，収集回数を増やすことに
ついては難しいと考えます。

１

ごみ収集に
ついて
２

３

４

ごみステーシ
ョンについて

収集ネットに収集物の文字を大きく掲
載できないか。

現在もネットに収集物名を掲載していますが，更に
わかりやすく掲載できないか検討します。

高齢者，身障者に対して，低価格で戸
別収集するシステムは図れないか。

御意見については，第 5 章 5「(4)高齢者・独居老人
宅のごみ・資源収集体制」中に検討するよう記して
おり，この中で検討いたします。

ごみステーションの設置・管理を自治
会に任せているが，自治会に加入して
いない市民（納税者）が排除されてい
る。自治会員の気持ちも理解できるが。
「公設ステーション設置を検討」という
が，閉鎖的排他的市民意識が払拭され
ない限り，併設は混乱を招くことになり
はしないか。

市としては「誰もが安心して快適に暮らせるまちづ
くり」を目指し，設置基準の見直しを検討するととも
に閉鎖的排他的市民意識の払拭の啓発を，市民の
皆様と協働で取組んでいきたいと考えます。それで
も基準に適合しないでごみステーションを設置でき
ず利用できない市民も予想されることから，公設ス
テーション設置の検討を行います。

1

頁
４４
４５

（45）

７３

７３

No

５

分類

御意見等の概要

御意見等に対する市の考え方

ごみ出しマナーの徹底と共に，カラス
やネコの対策も徹底してほしい。全く無
策のステーションが多いようだ。

ごみの分け方・出し方のパンフレットやごみ出しカ
レンダーを工夫し，市民にとってより理解しやすい内
容とすることで，市民意識の向上を図るよう検討しま
す。特に転入者等にはごみの出し方の指導を積極
的に行います。
また，市民団体である薩摩川内市衛生自治団体連
合会では，防鳥ネットの購入補助も行っており，同補
助の啓発を図ります。

ごみステーシ
ョンについて

６
資源ごみに
ついて

紙パック（焼酎パック含む）を分別回収
御意見の内容は第 5 章 5「(5)家庭ごみ分別区分」
し，有効活用できないか。
の表中で将来的に分別区分の統一を図っていくこと
を記載しています。なお，現在一部地域で回収して
いる紙パックとは別に，焼酎パックは中をアルミコー
ティングされているため，資源化はできません。
白色トレイと発泡スチロールを 100％
回収し有効活用を図れないか。

白色トレイと白色発泡スチロールは現在も回収を
行っており，インゴット（型枠にはめて固めたもの）に
し各種再生利用業者に売払いをし，再資源化を図っ
ています。

７

８

ごみ袋につ
いて

中身が見えない袋（黄色）は，分別が正しいか判
半透明ごみ袋をやめて中身が見えな
別できないため採用は難しいと考えています。
い袋（黄色）に代えるか環境にやさしく
堆肥化できる袋については，現段階で本市のごみ
堆肥化できる袋に変えられないか。 料
金は 200 円程度で 20～30 枚でできない 処理は焼却処理であり堆肥化はしておりませんの
で，採用する考えはありません。
か。
生ごみ回収料金として一般家庭から
徴収する考えはないか。

ごみ回収料金として徴収するいわゆるごみの有料
化は，ごみ削減の一つの手法でありごみ削減に有
効であると考えられる一方で，市民負担・不法投棄・
不適正処理の増加も懸念されることから慎重に行う
必要があると考えています。現在，本市のごみは市
民の協力により減少している状況から，現時点で一
般家庭の全ての世帯から収集料金を徴収する考え
はありません。

事業所ごみについては，もう少し料金
を上げてもよいのではないか。

御意見の内容は第 5 章４（1）「②今後の方針」中で
も記していますが，事業系の自己搬入ごみ手数料に
ついて検証を行い， 18 年度に改定の必要性につい
て検討します。

９

有料化につ
いて

１０

2

頁
７３

７４

１８

７１

７１

７１

No

１１

１２

１３

１４

分類

リサイクル推
進員につい
て

御意見等の概要

御意見等に対する市の考え方

リサイクル当番を廃止し， リサイクル
推進員をシルバー委託するなど市で業
者委託できないか。

リサイクル推進員制度は市と市民が協働で美しい
まちづくりとごみの減量を目指し，市民自らリサイク
ルに取り組む制度です。
今後も市民の皆様と協働でリサイクル推進員制度
を継続し，ごみの減量化を行います。

本市のごみ減少は，人口減頼みであ
ることが，この統計でわかる。その中で
資源ごみ量の増加は問題である。（絶
ごみ排出量
対量）リデュース（排出抑制）の観点か
の見通しにつ
らも。資源ごみの分析が必要。また，リ
いて
サイクル費用の増大も考えられない
か。

地区コミ還元
金について

第5 章「2 排出抑制及び資源化に関する目標」の中
で，市民・事業者・行政それぞれの果たすべき役
割，具体的な排出抑制方法を示し，今後減量化を積
極的に進めていきます。
また，資源回収率（可燃ごみ，不燃ごみからの資
源ごみ）上昇による費用対効果の調査，研究を行い
ます。

資源ごみ売払金の地区コミュニティ協
議会への還元金を廃止し，収集業務に
充てたらどうか。

資源化の推進を行うため，自治会で回収した資源
ごみの売払い金は，今後も地区コミュニティ協議会
に対して還元し，市民と一体となった資源化に取り
組みます。

ごみ処理の基本概念は「いかに環境
負荷を減らすか」である。そのための基
本は「廃棄物になる容器包装材の回避
が最優先」であると明確に位置づけるこ
と。回避の次に，マテリアル（物質的）リ
サイクルを行い，それがダメなときにサ
ーマル（熱）リサイクルする，というはっ
きりしたランク付けされた規定のもとに
実施することであり，住民の意識改革も
必要である。

御意見については，第５章１基本理念・方針「循環
型社会の形成に向けて講ずべき対策の優先順位」
の中で，
『・第１：原材料や製品等が廃棄物等になることの抑
制
・第２：発生した循環資源は製品や部品としての再利
用
・第３：再利用されない循環資源は原材料としての資
源化
・第４：再利用・再資源化されない循環資源は熱回収
・第５：最後にどうしても利用できないものは適正処
分』
と記しており，併せて※4R の取り組みの重要性を記
しています。

基本計画に
ついて

※４Ｒとは：リフューズ（発生を絶つ），リデュース（発
生抑制），リユース（再利用），リサイクル（再資源化）
です。
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頁
（73）

５９
６３

（68）

６０
６１

No

１５

分類

事業者につ
いて

１６

御意見等の概要

御意見等に対する市の考え方

第1章「１ 計画策定の背景」に「「容器
包装リサイクル法」施行後，リターナブ
ル容器（使用後に回収され，くり返し使
用される容器）が約４割も減少してい
る。その一方で，リサイクル対象の缶，
紙パック，ペットボトル，プラスチックな
ど，１回しか使えないワンウェイ容器が
急増した。そのため自治体のリサイク
ル費用（収集，運搬，保管等）負担が年
間 3,000 億円と膨大な額となり，自治体
の「資源化貧乏」が大きな社会問題とな
っている。さらにリサイクル費用負担が
自治体に極端に過重となっているとい
う。本市の場合どうだろうか。容器包装
ごみの根本的な解決を図るために事業
者の責任と負担を明確，厳正にした法
制度に改めるべきと考える。」という具
体的な状況を追加したらどうか。

御意見については，第 5 章「１基本理念・方針」の
中で，
『自ら生産する製品等について，生産者が生産・
使用段階だけでなく，それが使用され，廃棄物とな
った後まで一定の責任を負う，「拡大生産者責任」と
いう考え方で，循環型社会形成推進基本法にもこの
考え方が取り入れられています。（抜粋）』
と記しており，この中にご意見の主旨は含まれてい
ると考えます。

ものを大事にし，贅沢をやめ，自分で
作り，自分で修理する生活の取り組み
を。

第 5 章 2(1)市民の役割「排出抑制方法」の中で
『・長期間利用可能な製品の購入
・故障したら修理し，できるだけ長く使う』
と記しており，ご意見は反映しています。

環境保全のため，ごみ処理予算削減
のため，買物は各自自分の袋を持参す
るようにする。

第 5 章 2(1)市民の役割「③過剰包装の自粛」の中
で
『買い物袋等のごみを減らす観点から，買い物の際
には，買い物かご，買い物袋等を持参したり，贈り物
等の際も簡易包装のものを選びます。』
と記しており，ご意見は反映しています。

１７

頁
１
６０

６４

６５

排出抑制方
法について
店ではレジ袋や包装をしない。

第 5 章 2(2)事業者の役割「②過剰包装の抑制」の
中で
『プラスチックトレイの使用を必要最小限にする等
の，流通業界団体で自主的に作成した包装の基準
を遵守するとともに，包装材料の減量化に一層努力
します。また，消費者による買い物袋持参運動に積
極的に協力・支援します。』
と記しており，ご意見は反映しています。

１８

4

６７

No

分類

御意見等の概要

御意見等に対する市の考え方

ごみは昔のように堆肥にする。

第 5 章 2(3)行政の役割「②生ごみ処理機器やごみ
堆肥化容器の普及の促進」の中で
『生ごみ処理機器や堆肥化容器の普及を促進し，生
ごみを堆肥化することにより減量化を推進するだけ
でなく，自然へ帰すことにより農地や家庭菜園の植
物の育成等に使用されるよう啓発を行っていきま
す。』
と記しており，ご意見は反映しています。

１９

排出抑制方
法について

２０

２１

第 5 章 2(2)事業者の役割「②過剰包装の抑制」の中
で
『プラスチックトレイの使用を必要最小限にする等
の，流通業界団体で自主的に作成した包装の基準
を遵守するとともに，包装材料の減量化に一層努力
します。』
と記しており，ご意見は反映しています。

市で生ごみ，枯れ木，枯れ草，除草し
た草を回収し堆肥化施設を造り堆肥化
できないか。

御意見については，第 5 章 6「(1)将来の中間処理
の基本方針」の中で
『●焼却施設については将来的に１施設に統合すべ
きか，本土と甑島それぞれに分散するかについて
調査・研究を行い，中間処理施設の整備更新を検討
します。』
と記しており，この中で検討したいと考えます。
なお，今後の施設の更新計画の中では，焼却に伴
って発生する熱エネルギーを積極的に回収し，余熱
等の有効利用が図れるよう計画していきます。

環境にやさしいリサイクル施設をつく
れないか。

２２

川辺町でおこなっているダイオキシン
無害化施設を建設し，処理した灰や危
険物で出るごみ（貝殻，せともの，ガラ
スくず，植木鉢，碁石，レンガ）を粉砕し
無害化したものを自然（砂地）に返した
り，埋め戻し土として利用できないか。

２３

施設整備に
ついて
２４

ビニール，プラスチック製の製品使用
を極力抑制する。化粧品等でびんの外
を更にビニールで包んでいるが過剰包
装である。行政で禁止させる。

頁
６８

６７

７６

堆肥にできないか燃やせるものは燃
料として，火力発電所とかで使ってもら
う。
廃食油を回収し市で石鹸工場をつくる
か，BDF（代替植物燃料）化できない
か。

２５

5

御意見の廃食油の回収は現在実施しておりませ
ん。理由としては回収ボックスの設置や市民への分
別意識の啓発等，理解を得ることに時間が必要だと
考えるからです。

（74）

No

２６

２７

分類

御意見等の概要

御意見等に対する市の考え方

中古ランドセルを回収し，民間団体を
通じ途上国に送り有効活用を図れない
か。

御意見については，第5 章9 広報・啓発活動，推進
体制づくり「(1)推進体制」の中で
『循環型社会を目指した個別施策は，市だけの取り
組みで推進できるものではありません。市民・NPO，
事業者，市がそれぞれの役割を認識し，パートナー
シップと協働のしくみを築き，実行することで始めて
実現が可能となります。』
と記しており，市民や各種団体事業者が交流できる
場を提供し，循環型社会を目指します。

温暖化問題やリサイクルに関する事
を，幼稚園，小・中・高校，大学，専門学
生に授業で教えられないか。

第 5 章 9「(2)広報・啓発活動」の中で，
『循環型社会の形成が私たちの将来にとって必要不
可欠であるという認識を共有することが大切であり，
そのためには，私たちを取り巻く環境や廃棄物の状
況を正しく理解することが必要となります。市として
は，このような知識を提供するため，本市に適当な
ものを検討し，広報・啓発活動に取り組んでいきま
す。（抜粋）』
と記しており，この中に御意見の主旨は含んでいま
す。
温暖化問題については今後の環境基本計画策定
の際に参考とさせていただきます。

パブコメの提出方法について，住所，
氏名は不必要ではないか。気軽に意見
を出せるようにして欲しい。

確かに非公表とした方が，意見・情報を提出しや
すいとも考えられますが，一方で無責任な意見・情
報が多数提出されて行政事務処理の混乱を招くお
それがあります。そのため，薩摩川内市パブリックコ
メント手続実施要綱において，責任ある意見・情報
が提出されることを重視し，住所・氏名を明記してい
ただいています。

循環型社会
について

環境教育に
ついて

２８

３２

８０

―

―

その他

３１

８０

石鹸，洗剤などの生活排水で川が汚
御意見の内容は，今後策定する環境基本計画策
染されている。○○菌を市で購入し川を 定の際に参考とさせていただきます。
きれいにできないか。

２９

３０

頁

川の両端に草・木・花を植栽し，川を
浄化できないか。
火力発電は二酸化炭素でオゾン層を
破壊するため，火力発電を廃止し水車
発電，風力発電，太陽光発電に切り替
えられないか。
肺がんをなくす為，韓国産杜仲葉（と
ちゅうよう）タバコを研究し安全なたばこ
をつくれないか。

6

杜仲葉（とちゅうよう）タバコは既に民間で開発販
売されており，市として研究開発する予定はありま
せん。

―

