
パブリック・コメント制度による 

 「富士市ごみ処理基本計画 2015-2024（案）」 

に対する意見募集の結果について 

 

 

１ 意見募集の概要                                   

 

（１）意見募集方法 ①富士市ウェブサイトへの掲載 

②廃棄物対策課、各まちづくりセンター、中央図書館での閲覧 

（２）募 集 期 間  平成 26 年 12 月 15 日（月）～平成 27 年 1 月 15 日（木） 

（３）意見提出方法 ウェブサイトの送信フォーム・電子メール・郵便・ＦＡＸ 

担当課への直接提出 

 

２ 意見募集結果                                    

（１）意見提出者の数     ３人 

（２）提出された意見の数      ３８件 

（３）ウェブページアクセス件数      ３７件 

（４）意見の反映状況 

 反映する    １２件 

 既に盛り込み済み   １１件 

 今後の参考にするもの   ９件 

 反映できないもの    ５件 

 その他     １件 

 

 

 

 

平成２７年２月 

富士市 環境部 廃棄物対策課 
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提出された意見とそれに対する市の考え方 

 

計画の名称について 

 

No 意見等の内容 意見等に対する市の考え方 反映状況

1 計画の名称に、計画が何期目かを明

記すべき。他の計画では計画期間と

併記していることが多い。 

ごみ処理基本計画（法律に規定された一

般廃棄物処理計画の一部）は「廃棄物の

処理及び清掃に関する法律」で、市町村

が定めなければならないと規定されてい

ます。そのため、昭和 45 年の法施行時か

ら計画を策定していたと思われますが、

過去の計画で第何期という名称にはして

いなかったため、本計画でも計画期間の

みを明記しています。 

反映 
できない

 

§１ 構想編 

 
No 意見等の内容 意見等に対する市の考え方 反映状況

2 1 ページ 
本文 4 行目 
「の策定がなされ」を「が策定され」

に修正 

ご指摘のとおり修正します。 反映 

3 3 ページ 
基本方針 
基本方針がいきなり出てくるが、な

ぜこのような基本方針としたか、経

緯や理由の説明をすべきではない

か。 

基本理念や基本方針は計画の根幹をなす

ものであるため、冊子の冒頭に配置して

います。また、基本方針の決定に当たっ

ては、現計画の実施状況や現状分析など

を基に検討しています。それらの内容に

ついては 7 ページ以降の計画編に記載し

ています。 

盛り込み

済み 

4 3 ページ 
基本方針 2 項目 
本文１行目は「…循環型社会に転換

した時代における、より望ましい…」

のように読点を入れたほうがよい。

ご指摘のとおり修正します。 反映 

5 3 ページ 
基本方針 4 項目 
タイトル中の「ごみ量最小化」は「ご

み量最少化」ではないか。 

ごみ量の値を最大限小さくするという意

味から「最小化」を用いています。 
反映 
できない

6 3 ページ 
基本方針 4 項目 
本文 1 行目「環境負荷の少なく」を

「環境負荷が少なく」に修正 

ご指摘のとおり修正します。 反映 

7 4 ページ  
目標設定方針 
目標設定方針は重要なので、これが

明記されていることはよい。 

ご意見ありがとうございます。 参考 
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8 5 ページ  
計画課題 
このような課題を挙げた経緯や理由

を説明すべきではないか。 

計画課題の決定に当たっては、現計画の

実施状況や現状分析などを基に検討して

います。それらの内容については 7 ペー

ジ以降の計画編に記載しています。 

盛り込み

済み 

9 5 ページ 
計画課題 
計画の進捗状況（実績）の公表を加

えてはどうか。 

目標値に対する実績の公表は現在も行っ

ています。計画を進めていく上で、進捗

状況や実績の公表は重要ですが、本項の

計画策定に当たっての課題とは考えてい

ません。 

反映 
できない

 

§２ 計画編 第２章 現状と課題 

 
No 意見等の内容 意見等に対する市の考え方 反映状況

10 11 ページ  
図はわかりやすくてよい。 

ご意見ありがとうございます。 参考 

11 12 ページ 
図はわかりやすくてよい。 

ご意見ありがとうございます。 参考 

12 13 ページ 
表はわかりやすくてよい。 

ご意見ありがとうございます。 参考 

13 14 ページ 
環境クリーンセンターは老朽化で施

設更新が必要となっている。現状と

今後の対応について明示すべき。 

環境クリーンセンターの計画について

は、64 ページの中間処理計画に掲載して

います。 

盛り込み

済み 

14 14・15 ページ 
廃乾電池が記載されていない。 

現在資源化している廃乾電池と廃蛍光管

を追記します。 
反映 

15 15 ページ  
1)剪定枝は資源化となっているが、

指定の長さ以下なら焼却の可燃ごみ

も可ではないか 
2)衣類は指定対象をもう少し広げ

て、ステーション回収とすべき。可

燃物へ混ぜている家庭が多く、会社

等でのウエスは輸入品購入が多い。

まちづくりセンター等では出すとき

にいろいろと指摘され出しにくいと

いう意見がある。 
3)廃食用油もステーション回収にし

て回収量増やすべき。拠点回収では

出しにくく、下水道へ流したり捨て

たりしている家庭もある。 
4)蛍光灯は有害物質があるので埋め

立てではなく回収してきちんと処分

すべき。 
5)衣類・布類をフェルトにリサイク

ルしているとしているが 27 ページ

にはウエスにリサイクルしていると

書かれている。記載に一貫性がない。

1)ご指摘のとおり剪定枝は資源化できず

可燃ごみとしているものもありますが、

ここでは代表的な処理方法のみを掲載し

ています。 
2)衣類・布類については、平成 27 年 4 月

からステーション回収を実施する予定で

す。また、回収対象に布団を加える予定

となっています。これらの計画について

は、60 ページの「家庭系ごみの減量と資

源化」に記載しています。 
3)廃食用油は現在小学校や店舗等での拠

点回収を実施しており、小学校での回収

分については、売渡金を各学校の PTA に

支払っています。現制度の継続や回収コ

スト、安全性などの面から、ステーショ

ン回収の実施は現在のところ考えていま

せん。 
4)蛍光灯は現在も埋立ではなく、専門の

処理業者によりリサイクルと水銀の処理

を行っています。 
5)衣類・布類については、リユースでき

ないものはフェルト材料や工業用ウエス

としてリサイクルしています。記載内容

が統一されるよう修正します。 

一部反映
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16 16～20 ページ  
目標との対比を掲載すべき。 

目標値を設定している事項については目

標値をグラフに示します。 
反映 

17 18 ページ  
バッテリー類をどう処分するかを明

記すべき。 

バッテリー類については、自動車やバイ

ク用などのものを除き、乾電池と同様に

埋立ごみの日に収集し、リサイクルして

います。18 ページでは乾電池に含まれる

ものとして記載していません。 

反映 
できない

18 20 ページ  
許可業者持込量が減少しないのはな

ぜかを明記すべき。これが減ればご

み減量効果が大きい。 

許可業者が持ち込むごみは、事業者が排

出するごみです。事業系ごみが減ってい

ない理由や減量施策については、61 ペー

ジに記載しています。 

盛り込み

済み 

19 22～30 ページ  
1)段ボールコンポストの各家庭利用

状況を定量的に明示すべき。 
2)スマートショップの現状と推移を

定量的に明示すべき。 
3)ごみへらしタイムズは年数回発行

とあるが、配布方法を明記すべき。

4)生ごみ処理機器購入補助制度の利

用数の現状と推移を明示すべき。 
5)市内で年間どれ位の不法投棄があ

るのか、何か所に不法投棄があるの

か、それらの推移も明示すべき。 

1)～5)の内容について、それぞれ実績等を

追記します。 
反映 

20 31 ページ  
本文中の「ごみ処理施設構造指針解

説」はどこが出しているものか。本

文中に明記するとともに、用語解説

にも入れるべき。 

「ごみ処理施設構造指針解説」は環境省

が監修し、公益社団法人全国都市清掃会

議が発行している文書です。本文中及び

用語解説に追記します。 

反映 

21 32 ページ  
1)可燃ごみ減少傾向とあるが、H21
年比では 1000t 以上増えている。こ

の減少傾向と特定した理由と H21
年比増加の原因を明示すべき。 
2)業者搬入ごみ減少傾向とあるが、

20 ページでは減らず横ばいとして

いる。20 ページの持ち込みとは異な

るものなのか。 

1)家庭系可燃ごみについて「直近 3 ヵ年

では減少傾向」としていますが、H23 は

増加し H24～25 は減少していますので、

正しい記述に修正します。また、H21 は

プラスチック製容器包装の分別収集開始

及び可燃ごみ指定袋の導入を実施した年

で、各地で説明会を実施したこともあり、

家庭系可燃ごみは前年比 10.9％減少しま

したが、H23 は台風の影響などの理由に

より H21 比で 1257 トンの増加となり、

その後は減少傾向に転じています。H23
の増加理由については追記します。 
2)許可業者が搬入するごみについては、

「直近の 4 ヵ年は減少傾向」としていま

すが、H22 は増加、H23～25 は減少して

いますので、正しい記述に修正します。

なお、20 ページで横ばいとしているのは、

減少率が 1%以下とごくわずかであるた

めです。 

反映 

22 32 ページ 
し尿汚泥の記述中「このまま継続し

ていくものと…」は表現がおかしい。

「このまま継続していくものと…」を「減

少傾向が続くと…」に修正します。 
反映 
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23 38～40 ページ 
各課題はどのように設定されたのか

の説明が必要。過去の活動結果、ア

ンケート調査等からの問題点を明確

にし、そこから課題を設定すべきで

はないか。 

課題の設定は、世論調査の結果や廃棄物

減量化等推進審議会での現計画の評価な

どを基に行っています。審議結果は資料

編に掲載しています。 

盛り込み

済み 

 

§２ 計画編 第３章 基本計画 

 

No 意見等の内容 意見等に対する市の考え方 反映状況

24 50 ページ 
目標値 
焼却量の目標は、焼却施設の老朽化

を考慮しているか。現計画でも目標

を達成できていないが、現焼却施設

は老朽化に耐えられるのか、更新予

定はどうなっているか。 
 

現在の焼却施設については、近年の可燃

ごみ量の減少により能力的には余裕のあ

る運転となっています。目標達成に向け

ては、50 ページ下の「目標値の基本的考

え方」に示した施策を新たに実施する予

定であり、新しい焼却施設は焼却量の目

標値を踏まえて計画をしています。 

盛り込み

済み 

25 50 ページ 
目標値の基本的考え方 
①の「衣類・布類のステーション回

収開始…」は既に実施しているので

表現が不適当ではないか。 
 

衣類・布類については、現在まちづくり

センターなど 34 か所で拠点回収を実施

しています。ステーション（地域の資源

物集積所）回収は平成 27 年度から新たに

実施する予定です。 

反映 
できない

26 59 ページ 
§1 3R の啓発及び学習の推進 
地域でのかかわりが希薄になってい

ると思う。私の住む地区では、以前、

資源ごみの当番が立っていて、「自

分たちのごみ＝みんなのごみ」とい

う意識があったが、現在はそういう

意識がない。 
 

59 ページ①に記載したとおり、地域ぐる

みでごみ減量に取り組むことができる環

境の整備に取り組みます。 

盛り込み

済み 

27 59 ページ 
§1 3R の啓発及び学習の推進 
③教育機関との連携 
小学生だけでなく、中学生、高校生

になっても自分達の出したごみがど

うなって行くのか繰り返し教えるこ

とが大切だと思う。分別の大切さ、

ちょっとした工夫でごみを減らすこ

とができることなど教えていけば、

家庭の中でのごみ減量に結びつくの

ではないか。生活を見直して無駄な

消費をしないと、経済活動に悪影響

を及ぼすことになるのか。 
 

59 ページ③に記載したとおり、小学校だ

けでなくすべての教育機関との連携を図

ります。無駄な消費をしないことによる

経済活動への影響についてははっきりし

たことはわかりませんが、国は 2R（リデ

ュースとリユース）の取組を推進してい

ますので、市としても 2R を優先した 3R
の取組を進めていきます。 

盛り込み

済み 
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28 59 ページ 
§1 3R の啓発及び学習の推進 
⑤各種団体・他の行政機関との連携

一家庭人としてのごみ減量意識の向

上を目的とした講座や勉強会を職場

単位で開催してはどうか。仕事では

優秀でも、ごみに関しての知識はあ

まりないかもしれないので。 
 

59 ページ⑤に記載したとおり、事業所や

保健所などと連携したごみ減量啓発に取

り組みます。 

盛り込み

済み 

29 59 ページ 
§1 3R の啓発及び学習の推進 
だれもがごみについて正確な情報を

得られ、適切なごみの分別､ごみ出し

ができるような広報活動も必要と思

う。「ごみは宝」と思える市民が増え

れば「環境先進都市・富士市」が実

現するのではないか。 
 

59 ページ②に記載したとおり、さまざま

なメディアを活用し、すべての市民に届

く広報を目指して取り組みます。 

盛り込み

済み 

30 60 ページ 
§2 家庭系ごみの減量と資源化 
①その他の紙の回収対象物拡大と指

定袋導入 
②衣類・布類等のステーション回収

と指定袋導入 
その他の紙の回収が広がることはと

てもよい。衣類・布類等もステーシ

ョン回収でより多くの人が便利にな

ると思う。しかし、現在実施してい

るまちづくりセンター等での衣類回

収を知らない人もいるので、「ごみ

の分け方便利帳」を全戸配布し PR
すべき。 
 

60 ページ①及び②は平成 27 年 4 月から

実施予定です。これに合わせ、7 月ごろに

は「ごみの分け方便利帳」の最新版を配

布する予定です。また、地域での説明会

も実施していきたいと考えています。 

参考 

31 61 ページ 
§3 項目⑥ 
家庭ごみ有料化以前に、少量排出事

業者から処理費用を徴収すべきでは

ないか。 
 

少量排出事業所には一定の費用を負担し

ていただく制度を創設する計画です。 
盛り込み

済み 

32 62 ページ 
§4 
条例との関係はどうなっているか。

罰則の強化など条例の見直しが必要

ではないか。 

不法投棄は「廃棄物の処理及び清掃に関

する法律」で禁じられており、厳しい罰

則も定められていることから更なる罰則

の強化は考えていませんが、計画を推進

していく上で必要であれば条例や規則の

整備を実施していきます。 
 

参考 

33 62 ページ 
§4 項目③ 
「自己防止対策」という文言は意味

がわからない。 

「自己防止対策」を「自己所有地等での

不法投棄防止対策」に修正します。 
 

反映 
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34 65 ページ 
§10 項目③ 
ポイ捨て禁止条例の制定などを考え

ているか。 

本項目は具体的な条例の見直しを想定し

ているものではありませんが、計画を推

進していく上で必要な条例や規則の整備

を実施していきます。 
なお、現在ポイ捨て禁止などを含めた「マ

ナー条例」の制定に向けて準備を進めて

います。 

参考 

 

§３ 資料編 

 
No 意見等の内容 意見等に対する市の考え方 反映状況

35 この計画案の策定委員（審議会等や

庁内委員会等）の名簿を記載すべき。

ご指摘いただいた名簿類を掲載した編集

を進めていますが、現在、本市のパブリ

ック・コメント制度では、これらを掲載

せずに意見募集を行うこととしていま

す。 

その他 

36 資料編ごみ推計 13 ページ 
廃食用油の原単位が増加しているの

はなぜか。 

廃食用油の回収実績は年々増加していま

す。これは小学校やスーパー等での回収

が徐々に認知されてきているためと考え

られます。過去 5 年間の実績を基に推計

しているため、増加傾向となります。 
 

参考 

37 資料編ごみ推計 
「衣類・布類」（11 ページ）「し尿汚

泥」（16 ページ）「下水処理汚泥」

（17 ページ）の原単位が大きく変化

しているが、この推計は妥当か。 
 

過去 5 年間の実績を基に統計的に推計し

ています。妥当性については、再度確認

します。 

参考 

38 巻末に用語解説があるが、用語解説

に掲載されている用語には何かマー

クをつけてはどうか。 
 

ご指摘のとおり修正します。 反映 

 


