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１．開催日及び場所、出席者数 

 

 

No. 地区区分 会場 時間 男 女 総数

1 H29.1.27 （金） 全中学校区
市民文化交流館

ホール
18:30～20:30
（30分延長）

37 13 50

2 H29.1.28 （土） 第五中学校区①
弘前市総合学習センター

大会議室
14:00～15:30 26 5 31

3 H29.1.28 （土） 第五中学校区②
弘前市総合学習センター

大会議室
18:00～19:30 10 1 11

4 H29.1.29 （日） 第三中学校区①
弘前市第三中学校

体育館
14:00～15:30 21 10 31

5 H29.1.29 （日） 第三中学校区②
弘前市第三中学校

体育館
18:00～19:30 3 2 5

6 H29.2.5 （日） 石川中学校区①
石川小学校
体育館

14:00～15:30 4 2 6

7 H29.2.5 （日） 石川中学校区②
石川小学校
体育館

18:00～19:30 2 0 2

8 H29.2.11 （土） 津軽中学校区①
中央公民館岩木館

大ホール
14:00～15:30 12 2 14

9 H29.2.11 （土） 津軽中学校区②
中央公民館岩木館

大ホール
18:00～19:30 1 3 4

10 H29.2.12 （日） 第二中学校区①
弘前地区環境整備センター

管理棟２階研修室
14:00～15:30 13 3 16

11 H29.2.12 （日） 第二中学校区②
弘前地区環境整備センター

管理棟２階研修室
18:00～19:30 5 2 7

12 H29.2.26 （日） 船沢中学校区①
船沢公民館
第１会議室

14:00～15:30 1 0 1

13 H29.2.26 （日） 船沢中学校区②
船沢公民館
第１会議室

18:00～19:30 0 4 4

14 H29.3.12 （日） 新和中学校区①
新和地区体育文化交流センター

体育室
14:00～15:30 0 0 0

15 H29.3.12 （日） 新和中学校区②
新和地区体育文化交流センター

体育室
18:00～19:30 1 0 1

16 H29.3.18 （土） 北辰中学校区①
北辰学区高杉ふれあいセンター

研修室
14:00～15:30 4 2 6

17 H29.3.18 （土） 北辰中学校区②
北辰学区高杉ふれあいセンター

研修室
18:00～19:30 2 0 2

18 H29.3.19 （日） 第一中学校区①
市民文化交流館

ホール
14:00～15:30 26 8 34

19 H29.3.19 （日） 第一中学校区②
市民文化交流館

ホール
18:00～19:30 4 0 4

20 H29.3.25 （土） 東目屋中学校区①
東目屋ふれあいセンター

研修室
14:00～15:30 7 0 7

21 H29.3.25 （土） 東目屋中学校区②
東目屋ふれあいセンター

研修室
18:00～19:30 1 0 1

22 H29.3.26 （日） 第四中学校区①
市立観光館
多目的ホール

14:00～15:30 11 6 17

23 H29.3.26 （日） 第四中学校区②
市立観光館
多目的ホール

18:00～19:30 4 2 6

24 H29.4.2 （日） 常盤野中学校区①
岩木嶽さわやかホール

和室
14:00～15:30 0 0 0

25 H29.4.2 （日） 常盤野中学校区②
岩木嶽さわやかホール

和室
18:00～19:30 1 1 2

26 H29.4.9 （日） 裾野中学校区①
農村環境改善センター

農事研修室
14:00～15:30 0 0 0

27 H29.4.9 （日） 裾野中学校区②
農村環境改善センター

農事研修室
18:00～19:30 0 0 0

28 H29.4.16 （日） 相馬中学校区①
中央公民館相馬館

研修室
14:00～15:30 1 2 3

29 H29.4.16 （日） 相馬中学校区②
中央公民館相馬館

研修室
18:00～19:30 2 0 2

30 H29.4.22 （土） 南中学校区①
千年交流センター

研修室
14:00～15:30 18 4 22

31 H29.4.22 （土） 南中学校区②
千年交流センター

研修室
18:00～19:30 2 1 3

32 H29.4.23 （日） 東中学校区①
総合学習センター

大会議室
14:00～15:30 8 9 17

33 H29.4.23 （日） 東中学校区②
総合学習センター

大会議室
18:00～19:30 7 1 8

計 234 83 317

実施日
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２．開催内容（各回共通） 

  ①開会 

  ②あいさつ 

  ③ごみの減量化・資源化にかかる情報提供、意見交換 

   情 報 提 供：弘前市都市環境部環境管理課 

   コーディネーター：ひろさき環境パートナーシップ２１ 

  ④閉会 

  ※全体で１時間３０分～２時間 

 

３．主な意見内容（項目別） 

 

 

 

番号 項　　目 件数

① 有料化賛成意見 13

② 有料化反対意見 13

③ 有料化関連質問等 49

④ ごみの量に関すること 32

⑤ ごみの種類・分別・３Ｒに関すること 45

⑥ ごみ処理経費に関すること 6

⑦ 不法投棄・不適正排出に関すること 40

⑧ 生ごみ減量に関すること 22

⑨ 再生資源回収に関すること 10

⑩ 広報・周知啓発に関すること 23

⑪ 指定袋に関すること 15

⑫ 廃棄物減量等推進員・集積所に関すること 27

⑬ 民間での取り組みに関すること 2

⑭ ボランティア清掃に関すること 1

⑮ その他 7

　 合　　計 305
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４．主な意見の割合 
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５．主な意見交換内容（中学校区別） 

中学校区 市民からの質問・意見等 市の回答 

全中学校区 

平成２８年度の１人１日当たりの

ごみの排出量は減少する見込みなの

か。 

 確定値ではないが、現状の傾向で推移し

た場合、平成２８年度の１人１日当たりの

家庭系ごみ排出量は７５０グラム程度にな

ると推計しております。 

全中学校区 

 平成２５年度をピークとして家庭

系ごみの排出量は減少傾向であると

認識してよいか。 

 認識のとおり、家庭系ごみの排出量は減

少傾向にあります。 

全中学校区 

 一般廃棄物処理基本計画における、

平成３７年度の家庭系ごみ１人１日

あたりの排出量目標値を６７０グラ

ムとしている根拠はなにか。 

現在の全国平均値を１０年後に達成でき

ように設定しました。また、中間目標値とし

て、５年後の平成３２年度には９８０グラ

ムを目標としております。 

全中学校区 

 「家庭系ごみ及び事業系ごみともに

大型ごみが多い」という記載がある

が、具体的に大型ごみとはどのような

ものを指すのか。 

 弘前市では一般的に４５㎝以上のごみを

大型ごみとしており、規格の理由はごみ処

理施設の破砕設規格が４５㎝となっている

ためです。 

 

全中学校区 

 平成２４、２５年度の家庭系ごみ１

人１日当たりのごみ排出量が弘前市

及び青森県で増えている原因はなに

か。 

 水害ごみが関係していると考えられま

す。 

 

全中学校区 

 

 

 燃やせるごみの中に資源ごみが含

まれているという説明があるが、そも

そもこのような調査をどうやって行

ったのか。 

 職員が集積所から１回につき２００キロ

グラムのサンプルを採取しています。それ

を、計量等の資格を持った事業者に分類を

依頼しています。平成２７年度は家庭系ご

み、事業系ごみを７回ずつ実施しておりま

す。 

 

全中学校区 

 「廃棄物減量等推進員の活用推進」

とあるが、具体的にどういった事を考

えているのか。 

 他の自治体を参考に活動の手引きを作成

し、活動内容を示していきたいと考えてお

ります。また、現在の報償費の制度内容につ

いても見直しを進めている段階です。 

全中学校区 

 「現在実施している地区別意見交換

会などでの市民の皆様からの意見を

踏まえ、市の方針を決定する予定」と

あるが、いつまで、どのように方針を

意見交換会については４月下旬までを予

定しています。そのため、市の方針は４月下

旬以降となります。できるだけ速やかに表

明したいと考えております。 
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中学校区 市民からの質問・意見等 市の回答 

決めるのか。 

全中学校区 

 町田の清掃工場などに対して見学

ツアー等を企画すれば、ごみについて

関心を持つ市民も増えると思う。 

 町田の清掃工場では、構成市町村の小学

４年生の社会科見学先にもなっており、町

会などからの見学も随時受け付けしており

ます。このような取り組みを周知し、普及さ

せていきたいと考えております。 

全中学校区 

 有料化になった場合、指定された袋

に入ったもの以外、収集しないという

ことなのか。 

 指定袋を導入した先進自治体では、指定

袋以外のものは収集しないということで実

施しております。 

全中学校区 

 食べキリ運動には反対である。健康

上、多く食べられない人や、お酒の席

ではあまり料理に手を付けられない

人もいるので、お持ち帰り運動を進め

てほしい。 

 １１月より食べキリを推進しているが、

「食べきれない料理は仲間で分け合おう」、

「それでも食べきれなかった料理は、お店

の方に確認して持ち帰りましょう」という

ことで、１人で食べきってもらう趣旨では

ないため、ご理解いただきたいと思います。 

全中学校区 

 答申内容に、「不法投棄を誘発する

ものは対象外」とあるが、燃やせるご

み、燃やせないごみ、大型ごみ全てが

不法投棄を誘発すると思う。 

 ボランティア清掃をしたものや、剪定枝

などの特に不法投棄を誘発しやすいと思わ

れるものについて、このような表現で審議

会から答申を頂いたものです。 

全中学校区 

 有料化した場合、大型駐車場を持っ

ている施設等では、ごみが捨てられた

りすることが予想されるが、対応はど

うするのか。 

 有料化の有無に関係なく、監視体制等、取

り組みを強化していく必要があると考えて

おります。 

全中学校区 

 実際問題、スーパー等へ不法投棄が

起こると、店側は費用が発生してでも

回収せざるを得ない。それに対し、行

政側が負担するなどの対策は考えて

いるか。 

 私有地の場合は、管理者がごみを捨てら

れないように管理するのが原則であり、そ

れに対し、市が全てを負担することは難し

いと思われます。市や管理者、市民にとって

どのような方法が良いのか模索していく必

要があると考えます。 

全中学校区 

 前回に続いて、今回も意見交換会に

参加しているが、このような機会があ

り、非常にうれしく思う。ごみの減量

化・資源化を進めていくのは非常に良

いと思うが、それがなぜごみの有料化

に繋がってしまうのか。市民全体の意

識を高めるための努力を１～２年か

けても行うべきである。 

 有料化については、ごみの減量化・資源化

を進める上での方策の一つとして検討をし

ております。今後もこのような機会を設け

ながら、ごみの減量化・資源化に何が有効な

のかを検討していきたいと考えておりま

す。 
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中学校区 市民からの質問・意見等 市の回答 

全中学校区 

 有料化に賛成です。１年も２年も待

っていられない。できるだけ早く、で

きるだけ高めの金額に設定してもら

い、有料化を実施してもらいたいと思

う。 

 未回答 

全中学校区 

 有料化に反対です。消費税の例をと

ってみると、逆進性があるということ

で批判の的になっている。まだ消費税

の場合は、物を買わなければそれで済

むが、ごみというものは必ずしもそう

ではない。つまり、貧しい人ほどごみ

負担が高くなる有料化は反対である。 

 また、全国市区町村の６３．１％が

実施しているとのことだが、逆を言え

ばその６３．１％以外については、有

料化をしていないということである。

私は有料化をしなくてもごみ減量化・

資源化が非常に進んでいる自治体が

あると聞いている。そのような自治体

に大いに学ぶところはあるのではな

いか。 

 お話のとおり有料化している自治体は６

割強、弘前市ではごみの袋は指定されてい

ないが、それ以外にも指定袋制を取ってい

る自治体が多く見られる。そのような自治

体では、有料化ではなく、手数料収入はない

が、袋に排出元を記載する欄を設けるなど

対応をしている。それ以外にも、いろいろな

事例を調査し、今後もお示ししていきたい

と考えています。 

 

全中学校区 

 目標値の何割かまでは無料で配布

する。そういった方法もあるのではな

いか。つまり、私は有料化そのものに

反対ではなく、このままだと反対とい

うことである。もう少しきめ細やかに

できるのではないかと思う。 

 今後の検討材料とさせていただきたいと

思います。 

全中学校区 

 ボランティアについて、桜まつり期

間などに家の前をきれいにしようと

いうことで、独自に行ったものについ

ては、自分たちの購入した袋で出すこ

とになるのか。 

 今現在も、ボランティアを行う人たちに

対しては、デレキの貸与やごみ袋の配布を

行っています。仮に有料化になったとして

も、申請等をいただければ減免措置という

ものをとることになると思われます。 

全中学校区 

 まだ有料化が決まっていないとい

うことだが、答申を見ると１リットル

当たり０．６７～１円ということで、

１枚当たり最大４５円、それが３０枚

セットとなると１，３５０円。今現行

 仮に有料化をするのであれば、有料化に

ついての具体的な実施計画を策定した上

で、意見交換会を別途開催したいと考えま

す。 
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中学校区 市民からの質問・意見等 市の回答 

のグリーンの袋が２５０円であるた

め、大幅な値上げになるのかと思う。

青森市は１５円程度、八戸市は３０円

程度、北海道はもっと高いようだ。そ

のようなものが具体的になった後、こ

のような意見交換会を行うつもりは

あるのか。 

全中学校区 

 条件付で賛成である。とにかくやる

のであれば、だらだらとするのではな

く、早めに決めてほしい。結局、皆さ

ん宙ぶらりんの状況になっている。や

るならさっさとやって、それでフィー

ドバックを繰り返していけばいいと

思う。そして１０年後の目標もあるわ

けだから、それまでに何回も意見交換

会を重ね、その上で、新しい施策を行

っていくべきだと思う。 

 未回答 

第五 

中学校区 

 いくら分別をしてもごみの排出量

は変わらないので、ごみの減量化には

ならないのではないか。 

 分別している、かん・びん・ペットボトル

等の資源物もごみの総量には入ります。 

 分別をするイコール、ごみが減量すると

いうことではありません。ごみの総量とし

てはカウントされるので、ごみの減量の効

果となるものはごみを出さないようにする

か、市のカウントとならない民間、スーパー

で集めている資源回収に出してもらうとカ

ウントされません。これは全国統一の方法

です。 

第五 

中学校区 

基本計画の中での１０年後に減量

するという目標の達成は難しいので

はないかという懸念がある。数値に出

る部分が全然効果がないのであれば

取り組みに力が入らないのでないか

なと感じる。具体的に資源化はどれく

らいを目指すのか、全国的に資源化は

何％なのか含めて提示しないと、なん

となく有料化するとごみが減るとい

うような思い込みで進めるのは良く

ご意見いただいたとおり市民の皆さんに

リサイクルをすればごみが減ると思われて

いる方が非常に多くいます。国全体で大事

なのは３Ｒのうちの発生抑制、ごみを出さ

ないリデュースが一番大事だと進められて

います。弘前市もリサイクルは再生資源回

収運動や、１２分別で非常に積極的に前か

らご協力いただいて集まっています。ごみ

の総量が多いということで、今後は発生抑

制がごみの減量には大事だということで周
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中学校区 市民からの質問・意見等 市の回答 

ないと思う。 知に取り組んでいきたいと思っています。 

第五 

中学校区 

紙類をごみ箱に捨てることをやめ

た。全部封筒に入れて１ヶ月に１回リ

サイクル屋に持っていっている。しか

し、今の話を聞くと私のやっているこ

とは意味がないことなのか。 

自分で紙屋さんに持ち込んでいただくと

市のごみのカウントになりません。一番減

量に効果がありますし、紙屋さんに持って

いくことで確実にリサイクルに回ってい

る。市のリサイクル率には反映されません

が、状態としてリサイクルになっています

し、市のごみのカウントにならないので、市

としては非常に望ましいです。 

第五 

中学校区 

答申が出る前に説明会を開いても

らいたかった。ごみは、３０年前は個

人で焼いたりしていたのを地球規模

の環境を配慮して、自宅で焼いてはい

けないということでやっているはず。

ごみの収集・焼却というものは地方自

治体の公の仕事で、個人でできないも

のをやるのが公の仕事である。そのた

めに私たちは税金を支払っている。 

今後はこういった機会を増やして現場の

声を聞いて進めていきたいです。一般廃棄

物の処理責任は市町村にあります。安定的

に衛生的に処理するのが市の責任となって

います。自治体によって、収集・焼却・最終

処分の仕方というのはそれぞれ人口や産業

構造や事情にあわせて行っています。経済

的にも皆さんの負担にならないように考え

ています。 

第五 

中学校区 

他の自治体の回収業者が多く、弘前

市の業者が少ないからとは考えられ

ないか。回収する業者を増やせばごみ

が減るのではないか。 

民間で紙を集める業者に普段出していだ

けると、市のカウントにはなりません。 

民間事業所にリサイクルの資源物、紙に限

らず、例えばかん・びん・ペットボトルとな

ど回収しているところが増えて、お出しし

てもらえればごみの減量に繋がります。 

今後は業者ともお話して進めていければと

思います。 

第五 

中学校区 

リサイクルできる物も、ごみと言っ

ていますよね。市の考え方に疑問を思

っている。分別したら資源ですよ。だ

から分別したら資源が裕福になる。 

分別していただいているものはすべてご

みではなくて、資源物としてリサイクルさ

れています。こういったことを多くの方が

知らないかもしれないので、広く周知して

いくことが大事だと思っている。 

第五 

中学校区 

埼玉ではコンポストの補助金があ

り活用させてもらい、今も利用してい

る。生ごみが重いのでこういうことは

必要だと思うので普及させてほしい。 

生ごみの減量というのが一番大事で、重

量的にも一番多いです。電動生ごみ処理機

の貸出事業を行っていますが、今後は補助

制度を検討したいと思います。 

第五 

中学校区 

色々やっているのはわかったが、広

まっていないのは周知が足りないか

検討材料とさせていただきたいと思いま

す。 
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らではないか。それが、総量がワース

トのほうにきている原因だと思う。事

業系についてはがんばってきている

なと良くわかります。引き続きこうい

う方向でがんばっていかないと減量

化・資源化は進まないと思う。それは

１年や２年でできるものではないの

で、１０年ぐらいのスパンでみて計画

的にやっていく必要がある。 

第五 

中学校区 

有料化については賛成です。燃やせ

るごみの減少化、資源ごみは各町内に

おいて何か活動してもらって活用の

仕方を考えるしかない。 

検討材料とさせていただきたいと思いま

す。 

第五 

中学校区 

弘前市が青森や八戸に比べてなぜ

燃えるごみが多いのか理由を知りた

い。再生資源回収運動の普及を進めて

ほしい。 

弘前市が他市に比べて多いのは、決めら

れた指定袋が無く、緑色の町会の斡旋袋以

外のスーパーの袋や、ダンボールで出して

も収集しているということが燃やせるごみ

が多い要因の一つだと考えています。再生

資源回収運動については、町会、ＰＴＡ等に

ご協力いただいており、報奨金を活用して

もらっています。参加団体を増やしたり、集

めたものを保管する場所の補助金等を拡大

したいと思っています。また、周知の方もし

ていきたいと思います。 

第五 

中学校区 

将来の話はわかりませんが、スーパ

ーの袋はどう扱えば良いのか。指定袋

ができた場合、その中に、袋を捨てて

出せば良いのか。指定袋で出さない場

合はどうなるのか。 

有料化、指定袋はまだ決まったわけでは

ないという前提です。指定袋を導入してい

る自治体では、容器包装は中身が確認でき

れば袋を指定していません。そういったほ

うにレジ袋を使ってお出しいただくような

自治体もあります。弘前市でどうするかは

まだ決まっていないため、皆さんとお話し

ながら、また決めていくことになると思い

ます。 

第五 

中学校区 

有料化には概ね賛成ですけど、減量

化・資源化を徹底的に進めていけば有

料化は必要ない。減量化・資源化とい

う概念と有料化という概念は全く別

廃棄物減量等推進審議会の中で全国の状

況を見たうえで有料化というのは、ごみの

減量化・資源化の方策ではないかという答

申になったもので、資料に示させてもらい
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物で、いきなり有料化は必要だという

流れになるからおかしなことになる。

概ね賛成だけれども、こういうやり方

をされると反対したくなる。減量化・

資源化の先に有料化があるというの

は無理があると思う。 

ました。市の目標値というものはあるんで

すけど、それに達すれば終わりというもの

でもないのではないかという審議会でのお

話もありました。審議会の中では、一つの方

策としてやるべきものであって、そのほか

に色々なことを継続してごみの減量化を進

めていくべきだと意見がありました。 

第五 

中学校区 

ごみ処理経費の現状で、１人これだ

け経費がかかっているということを

強調して言わないと、有料化というこ

とに実感がわかない。広報、ＰＲ活動

するときには金額が大きな影響を及

ぼすと思うので、そこを強調していく

のが良いのではないか。有料化した場

合、プラスチック主体の回収方法まで

検討しているかどうか。 

 

ごみの減量化・資源化を進めていって、弘

前市は色々なごみ処理施設を持っています

ので、みんなで努力して、次の世代の子供た

ちに無駄な経費がかかるものを作らないと

いうことと、費用のところについても詳し

く周知していきたいと思います。プラスチ

ックについては、平成２０年度に分別を止

めているような形になっています。プラス

チック自体が複雑化し、リサイクルに向か

ないということもあり、平成２０年当時、約

半分は燃やしていました。お金をかけて回

収して、二酸化炭素も出すということもあ

りまして、総合的に判断して財政的な面や

環境的な面を考えて止めたものです。技術

が新しくなり、リサイクルしたほうが良い

ようになれば情報提供をしていきたいと思

います。 

第五 

中学校区 

有料化なった場合、指定のごみ袋以

外で出した場合、それは回収されませ

んよね。その場合集積所に残ったまま

で、誰が処分すればいいのか。町会で

指定袋に入れて出せばいいのか。 

有料化に関してはまだ決まってはいない

ので、一概にどうするとかは言えませんが、

一般的に有料化している自治体では、不適

正排出というのが問題になっています。現

在、他自治体の情報を集めて研究しており、

有料化するというときにはまたこういった

場を設けて、みなさんの意見を聞いて決め

ていければと思います。 

第五 

中学校区 

生ごみ処理機の補助率は青森県が

約１５％で断トツに低い。次に低いの

が北海道で約２９％だった。最高が神

奈川県で約９７％だった。有料化有り

無し関係なしに早急に補助金制度を

３～４年前にモニター事業ということ

で、市で電動生ごみ処理機を購入して市民

の皆さんに使い勝手を見てもらいました。

そして、事業が終わった後に貸出制度とい

うのは行っています。他の自治体のように
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作るべきだと思います。 電動生ごみ処理機の補助金制度を前向きに

考えたいと思います。電動ではないコンポ

ストについては、周知して推進していきた

いと思います。 

第五 

中学校区 

仙台市では電動コンポストが２分

の１の補助ですが、こういうのを使え

ばごみが減ると思います。弘前市は出

せばなんでも持って行ってくれる。春

先であれば、タンスとか家具類がどっ

さり出ますが、うちの町会は市の補助

も受けて、ごみボックスを全部で３５

ヵ所ぐらい設置しておりできるだけ

溢れない様にしている。２年前に泉野

に多目的ホールができました。ごみ減

量のために資源ごみの回収を昨年度

からやっているけど、置き場としてコ

ミュニティ施設の中にステーション

を作ってもらえないかと市民協働政

策課のほうにお願いしたのですが、町

会で利用するのであれば有料になる

とのことであった。そういうことであ

れば、ごみを減らすために色々考えて

いるのに相反することだと思います

ので、できるだけ町会の要望を聞いて

もらって何かしら作ってもらえない

か。もし、市でお金がないということ

なのであれば、私の方で１００万なり

２００万なり出して施設を作ります

ので、無料で貸していただけるように

何とか環境管理課の方からも説得し

ていただきたいと思います。 

環境管理課の立場としては、衣類の回収

ボックスも置きたいと相談したことがあり

ます。スペースもなく、狭くて利用者の方が

困るとだめなので、遠慮してくださいと言

われて置けませんでした。町会がスペース

を借りて管理もきちんとやるので、置かせ

てくださいということに関しては、環境担

当としては置かしてもらいたいなと思いま

す。小学校のＰＴＡでやっている再生資源

回収運動の置き場を小学校の敷地に提供し

ているような所もあると聞いています。市

全体の施設の使い方になると思います。全

庁的に置いていただきたいという方向でお

話したいと思います。 

 

第五 

中学校区 

昨年、諮問があって答申がありまし

た。それが９月だとすると、およそ５

ヶ月経っていますけど、当初からこの

意見交換会を答申が出た後にやるは

ずだったのか、突如、答申後、意見交

換会で話を聞いてみたいとなったの

か。それから、ごみという定義、この

ごみ有料化は全国の自治体でもされてお

ります。答申いただいて、それを踏まえて市

民の皆さんから意見を聞こうというのは、

予め決めていたことです。１１月に意見交

換会を開かせていただいて、様々な意見が

でました。５回の意見交換だけで判断する

のが難しいという結果で全３３回、中学校
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１１分別に分かれているものが全て

ごみと解釈していいのか。資源化とい

うことで分別をしてもごみとして出

した場合、全体量は変わらないのでは

ないか。その辺の解釈をどのように考

えているか。意見交換会をいくらやろ

うが、答申で出ていた有料化のほうに

踏み切るのではないかと懸念がある。

そういう懸念を払拭するために私は

今もっともっと地域の意見交換会の

皆さんの意見を汲み上げて有料化を

するよりは、地域の実情、あるいは処

理の仕方、もっとやりやすいように汲

み上げてほしい。例えば、水キリや食

べキリとかもありますけど、話のあっ

たコンポストは、生ごみの処理には絶

大な威力を発揮する。それだけみて

も、全家庭の普及とかアパートの方に

は無理かもしれないので業者との連

携とかの取り組みがあってもいいと

思う。 

区回って意見を伺いながら総合的に判断し

たいと至ったものです。有料化については

この意見交換会を踏まえての方針決定とい

うことになりますので、これからの意見交

換会で色々と意見を聞いていきたいと考え

ております。容器包装、古紙類というのはリ

サイクルに回る資源物ということになりま

す。容器包装ごみという表記を、今年度から

改めさせて頂きました。分別をしてリサイ

クルの資源物を多く出せばごみが減るのか

というと、そういうことではありません。リ

サイクル率は上がりますけれども、１人１

日当たりのごみの量には、資源物も総量に

含まれるというルールで全国統一です。ど

うすればごみを減らせるかというと、３Ｒ

のうちの発生抑制が一番大事です。今後も、

機会があるごとに市民の皆さんに情報提供

をして周知していきたいと思います。コン

ポストは単純に量が減りますので、その状

態で出していただくだけで量が減ります。 

第五 

中学校区 

ごみ処理経費、年間３２億円、市民

１人当たり１年間１８，０００円、月

にすれば１，５００円位の感じになり

ますよね。それを日割りすると５０円

くらいになります。経費、支出が他の

市町村と比べて適正なのか、遥かに経

費が高いのか教えていただきたい。事

業系ごみですが削減の目標がすごい

量になっているが、この事業系が本当

に現状からしてこれだけの削減でき

ると見ているのか、あくまで理想なの

か。 

ごみ処理経費ですが、人口規模や焼却施

設を何基持っているか、建設費を返すため

にお金が必要なのか、そういう様々な事情

が各自治体あります。そういったものをす

べて均したときに弘前市が高いかという

と、およそ平均ぐらいです。事業系の目標は

１０年の長い目標で中間目標、その年の減

り具合を見ながらということであります。

不可能ではないということで、取り組んで

いきたいと考えています。 

 

第五 

中学校区 

神戸市で燃やすごみ減らそう生活

トライアルということで、家庭系ごみ

の関連施策やっている。神戸市の商店

街で地域の通貨、エコポイントを平成

１２年度から始めており、他にも小型

検討材料とさせていただきたいと思いま

す。 
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家電のリサイクル回収事業とか公民

連携でやられて、色んな施策がある。

市民のみなさんに各都市でこういう

のをやっていますよとお知らせして

ほしい。それを市民や事業者がやって

みようとか思うかもしれない。 

第五 

中学校区 

紙は宝の山ということで、周りから

集めて貯めております。ただ、よその

方にそれを勧めますと、置く場所がな

いということで、中々協力していただ

けない。缶もためて学校のＰＴＡの回

収の方に出しています。そういう気持

ち、関心を持つことが大事だと思う。

女性がごみ出しや料理をすることが

多いと思うので、女性に関心を持たせ

るのが大事だと思います。 

検討材料とさせていただきたいと思いま

す。 

第五 

中学校区 

単純に役所がお金を取りに来てい

ると思ってしまう。ごみの不法投棄を

よく見かけるので有料化すれば増え

るのではないかと思ってしまう。 

今でも不法投棄というのはものすごく多

く、タイヤ、洗濯機等、市で収集しないよう

なものが捨てられている。市の収集に出せ

ないので、山に捨てようというのは有料化

のお話とは別に非常に多くあります。また、

市内の集積所の不適正排出も有料化とは関

係なく、今までも問題があります。有料化以

前に今からでも不法投棄の対策は強化して

いきたいと考えています。 

第五 

中学校区 

泉野町会では資源ごみの回収をこ

れからも勧めていこうと思っていた

が、再生資源回収運動では実際の市の

ごみの減量には繋がらないというこ

とで、勧めていけばいいのか悩む。 

再生資源回収運動は、その実施団体の活

動費として活用していただきたいという趣

旨もあります。そして、資源物として回収さ

れたものは、適正にリサイクルされるので、

リサイクル率にも貢献しています。燃やせ

るごみの割合で資源ごみが色々入っており

ますので、資源を有効活用する再生資源回

収運動というのは欠かせない取り組みだと

思います。 

第五 

中学校区 

缶とかトラックで集めに来る人が

いる。それはダメだということでごみ

を持ち帰れば窃盗ですと看板を立て

持ち去りは非常に市民の皆さんからも連

絡あります。弘前市内、特に経常的に軽トラ

ックとかで回っているようです。他の自治
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たが、逆にくれてやればごみのカウン

トにならないのか。再生資源回収運動

も勧めていきたいが置き場所がない

のが問題である。私個人として、有料

化は賛成です。市としてはお金がかか

りますし、近隣の市町村でも有料化は

しています。厳しい状況なので答申を

いただいて、こういった説明会をして

いると思います。平川市は袋に名前を

書いたりしている。そこまで徹底する

のか。大型ごみについて改ざん防止の

シールということで、それを剥がして

自分のものに張ったりした場合どう

するのかとか、これから踏み込んで考

えていったほうがいいのかなと思い

ます。 

体だと持ち去り禁止条例で罰則を決めて対

応していますが、弘前市は条例もなく罰則

もない状態です。実際、持っていってもらっ

たほうが減るのは事実です。例えば、紙もち

り紙交換に出した場合、ごみの減量にはな

ります。ただ、皆さんに、ちり紙交換に出し

て下さいとなるかというとそうはなりませ

ん。持ち去りについては今後、他の自治体を

参考に考えていかなければならないなと思

っています。大型ごみのシールについては、

他の自治体でよくやられているのを参考に

答申ということです。これは答申のお話で、

市で決まったことは何もないということで

ご了解願えればと思います。 

第三 

中学校区 

資料２７ページの意図的に減らす

ものができないものや、不法投棄を誘

発するようなものとは何なのでしょ

うか。 

 審議会では、例えば紙おむつ等、生理現象

に伴って出されるものというのは量も結構

出ますし、非常に減らすことが困難だと意

見が出されました。また、不法投棄を誘発す

るものについては、例えば公園等のボラン

ティア清掃で出されたものがあります。街

路樹の剪定したものや、落ち葉、草木、こう

したものをそのままにして置きますと、市

の美化にも繋がりません。こうしたものに

関しては有料ではなくて、無料にして皆さ

んの協力を促すまたは妨げないような形が

良いのでないかと意見が出されました。 

第三 

中学校区 

広報でごみの情報が少ししか載っ

ていないと見逃すこともあるので、も

っと大きく見せて目に付くようにし

たらどうでしょうか。 

広報ひろさきで毎月、ごみ減量速報とし

て平成２７年度から載せさせていただいて

います。広報ひろさきは月２回発行してい

ますが、様々な市の情報を載せているので、

環境部門で毎月大きく掲載スペースを取れ

ないという事情もあります。今後は、例えば

ごみについて特集した広報誌を発行できれ

ばと考えています。 
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中学校区 市民からの質問・意見等 市の回答 

第三 

中学校区 

ごみ処理経費の現状ということで約

３２億円という数字がでております

けど、有料化すればどれくらいの試算

になるのか金額を知りたい。 

審議会の中で、各世帯どのくらいの負担

になるのかという試算をした資料で簡単に

計算した金額では、大体年間で手数料とし

て約２億円と考えております。ただ、他の有

料化をしている自治体では有料化をするた

めの経費も発生しており、それらを精査し

たものだと思います。有料化が決まったわ

けではないので、踏み込んだ計算はしてい

ません。 

第三 

中学校区 

大型ごみで収集車がバリバリ壊し

て運んで行きますが、焼却だけじゃな

くて、安く売る等再利用したらどうで

しょうか。衣類の回収ボックスですけ

ど、素晴らしい背広でなければ受け付

けないようなニュアンスでした。おじ

いちゃん、おばあちゃんが着たような

服も回収したら良いのではないでし

ょうか。 

例えばリサイクルプラザで月１回程度、

展示して引き取ってもらう取り組みを行っ

ている自治体も多く、当市でも検討してい

きたいと考えています。衣類の回収ボック

スですが、下着や靴下は回収できません。そ

れ以外であれば、Ｔシャツ等よっぽどボロ

ボロでない限りは、出せるような形になっ

ており、非常にみなさん活用している状態

です。平成２８年度から設置場所を増やし

ていきたいと考えています。できる限りお

住まいの近くに出す場所があるような形を

取っていきたいと思っています。 

第三 

中学校区 

他の市町村よりごみが多いと言い

ますが、どういったごみが多い等分析

をきちんとしているのか。その理由付

け、根拠を示してほしい。有料化をす

ればごみが減るみたいな感じになっ

ていますが、市民の協力がもっと必要

で、有料化はその後の話だと思う。 

１人１日当たりで比べますが、全国では、

１人１日４７３グラム、これに対して弘前

市が６１０グラム、全国の１．２９倍出して

いるという状況です。こうしてみると、弘前

市は燃やせるごみが全国から見ると多いで

す。その中で、燃やせるごみが８２％、まだ

何も使われていない食品が６．３％、ペット

ボトルや資源化できる紙が９．３％入って

いる状況でした。燃やせるごみとして捨て

られているごみの中で、資源化できるもの

は資源化をする。また、使われていない食品

もありました。これらを買う際になるべく

計画的に買うよう心がけるように取り組み

を進めていきたいと思います。生ごみの３

キリ運動で重量はもちろん減りますし、買

い物の際に心がけをしてもらいたいという

ことで取り組んでいるところです。 
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中学校区 市民からの質問・意見等 市の回答 

第三 

中学校区 

清原町会の一部で場所が確保でき

ない理由で、ごみ集積所が無い。各家

庭のご好意により、１ヶ月交代で各家

庭の屋敷の中にごみを集積していま

すが、朝早く出勤して違う町会の人が

わざわざ来て置いていく。車のホイー

ル、ワイパー等置いていかれたことも

ありました。張り紙をして、持ち帰っ

てくださいと対応している。それが間

違ったものなのか、故意なのかわかり

ませんけれども、市が収集しないもの

は誰が負担になるのでしょうか。 

不法投棄、不適正排出については、有料化

に関わらず各町会からご意見いただいてお

ります。不法投棄の問題は一番関心がある

ことですので、市民の方々が何を求めてい

るのかを聞いた上で、対策を決めていきた

いと思います。他の自治体であれば、町会が

すべて処理するのではなく、自治体がどう

しても処理できないものについて収集して

いる。自治体として何か協力できることを

検討していきたいと思っています。 

 

第三 

中学校区 

有料化は決まっていないので、試算

はしていないということでしたが、逆

だと思う。市民に訴えるためにはまず

試算ありきだと思う。有料化すれば２

億円ほどの収入となるとお話があり

ましたが、私は意外に思いました。有

料化によって、半分くらいは賄えるも

のだと思っていました。それであれ

ば、市民にそこまで負担をかけない

で、違う方法もあると思いますので試

算は大事だと思いました。 

未回答 

第三 

中学校区 

私たちの町会では、広報も配布して

いますし、広報を見る方はきちんと分

別もしていると確信しています。です

が、この地域はアパートが非常に多い

です。恐らく半分以上アパートに住ん

でいるじゃないかと思います。その方

のところには広報はいきません。実際

に書き物で配らないと見ることはほ

とんど無いと思います。アパートの人

が出すごみと、一般の町会に加入して

いる人が出すごみを比べたことがあ

りますか。 

昨年度１回だけ見たことがあります。プ

ラスチックが多い印象があります。 

第三 

中学校区 

私は大富町のところを回りました。

アパートを見たが、分別はほとんどさ

ごみの日程表の関係ですが、町会加入の

方に配布ということで、町会長はじめ配付
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中学校区 市民からの質問・意見等 市の回答 

れていません。町会も見ました。70～

80％はきちんと分別されていまし

た。アパートの人は分別がされていま

せんでした。中身はめちゃくちゃで

す。プラスチックだろうが何でも缶で

も入っています。全部とは言いません

けど、要するに何曜日に捨てるのかも

知りません。そういうことをきちんと

やって、市役所の方で何でもいいから

やって、それでも仕方がないなとなれ

ば私たちも納得します。やることはま

だまだあると思います。有料化の話な

んて止めて下さい。もっとやることを

やってから、こういう意見交換会をし

ていただきたい。 

させていただいております。配布について

ご尽力いただきありがとうございます。ア

パートや集合住宅に関しては、市内にあり

ます不動産協会等から不動産会社を通して

必要量を事前に伺っており、それぞれの不

動産会社がアパートに配付してもらうよう

対応しています。市内のアパートや集合住

宅にはそのような形で配付はされています

が、協会に加入されていないアパートや引

越しなどで手元にないということもあると

思います。行き渡るように随時配付や、ホー

ムページに掲載、支所や出張所でも配付で

きるような形を取っております。 

 

第三 

中学校区 

数年前、近くに住んでいた大学生が

何曜日に何を出せばいいのかわから

なくて、困っていますというのがあっ

て、カレンダーをコピーしたことがあ

ります。本当に知らないと思います。

弘前大学等にご協力をいただいて、ご

み分別の曜日を周知徹底すれば良い

と思います。それから、各アパートの

大家さんにもぜひその点を徹底して

もらうよう、お願いしたらいいのでは

ないでしょうか。 

今年度、弘前大学文化祭に周知キャンペ

ーンをやらせていただきました。例えば、新

入生のオリエンテーションで、弘前市のご

みのルールを周知できるように進めていき

たいと思います。 

第三 

中学校区 

ごみ処理のためにお金を使わない

ような処理の仕方は、工夫されたので

しょうか。例えばコンポストですけ

ど、肥料にするようなことや、切った

木をどこかに持っていけば無料で回

収してもらえるようなお金の処理の

方法を考えてもらいたい。弘前市は市

民税や保険料が高い。そして年金は下

がりました。お金がかかるものは出し

て下さいというのはわからなくはな

い。お金がかからない方法をどれくら

い考えていますか。 

ごみを減らすことはもちろん必要なこと

ですけど、市民の皆様の負担というのはい

くらでもお金をかけてもいいものではない

と思います。お金をかけない取り組みとい

うことで、まずは周知啓発です。とにかく出

向いて行けるところは出向き、市民の方々

に色んな情報をお伝えすることが最初だと

思っています。お話いただいた、コンポスト

ですが、生ごみを堆肥化して野菜を栽培す

るという循環が大事です。コンポストにつ

いても検討して進めていきたいと思いま

す。 
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第三 

中学校区 

スーパーでは、新聞とか雑誌とか１

ｋｇ１円で集めています。そういうの

をどこでやっているのかを啓発活動

とかしていただきたい。有料化につい

ても高齢者は厳しくなってきている

し、もっと知恵を出して先にやってみ

るべきではないでしょうか。 

広報等で周知していくことが大事だと思

います。 

 

第三 

中学校区 

コンビニ、スーパーからでる弁当の

生ごみが 630 万トン程捨てられてい

るとあった。戦時中に生まれたものと

して、弁当等捨てられるのを見ると非

常に勿体無いと思う。コンビニやスー

パーで捨てられるごみが多いので行

政指導とかできないものか。 

事業系、食品関係、飲食店、コンビニ、ス

ーパーから出る食品のごみは、ものすごい

量になっています。食品リサイクル法では

定期的に食品廃棄が出る大手のスーパー

は、リサイクルすることを義務付けられ、リ

サイクルは進んでいる状況です。小規模の

店舗やスーパーやコンビニは、法律の義務

外でしたので、自分たちの意識でリサイク

ルに回すか、廃棄するか判断しています。展

開検査で持ち込まれるごみを開けた結果、

手付かずの弁当やおにぎりが含まれている

現状があります。スーパー等に働きかけて、

取り組んでいこうということで進めていま

す。市内のスーパーによっては消費期限が

近づいているので、値引きしますというよ

うなスーパーさんもあります。ご家庭でな

るべく食品ロスを出さないようにしてもら

えればと思います。 

第三 

中学校区 

ごみの減量化・資源化ということで

賛成ですが、手順の進め方が疑問であ

る。ごみの有料化というのは、私は新

聞報道で初めて知った。手順として

は、まずは広報とかあるのですから周

知しながら意見を吸い上げてから、答

申をいただくというのが手順だと思

います。今回のことは有料化するため

の意見交換会なのではないかと思っ

てしまう。 

廃棄物減量等推進審議会の中で有料化は

検討しなければならないと意見が出まし

た。その意見を踏まえて、審議会に諮問した

ものです。有料化ありきということではな

く、答申によって話し合う材料ができます

ので、そこで初めてお話したいということ

で考えて、意見交換会しているところです。

今後は、定期的にこうした場を作っていけ

ればと思います。 

第三 

中学校区 

全国の自治体の状況とか出ていま

すけど、ただ数字的なものだけじゃな

従来であれば、答申のまま市の施策に反

映されていくケースが多々あったわけです
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くて、具体的にこの問題をどうやって

解決するのか、やっていくのかを載せ

ないと話のしようがない。そこまで出

していただくと意見交換として、どう

だとかできると思う。今、資料を貰っ

てどうですかと言われてもなかなか

案が出てこないので、例えば他の自治

体でこういう対策をしているとか、そ

の辺まで具体的に出していただくと

議論しやすいと思う。 

が、今回はご意見を伺って答申どおりで良

いのかということを改めて聞こうというも

のです。意見交換会を開く中で、有料化もで

すが、ごみの減量についても考える機会と

いうのが与えられると思い、開かせてもら

いました。例えば有料化の値段が０．６７円

から１円という幅があって、有料化をする

のであれば何円でいきたいとかの話になる

かと思います。今のところはやるかどうか

も決めていないところなので、そこまで踏

み込んでいないです。もし、実施するのであ

れば、実施するための説明会は開きます。そ

の中で、こういう内容でどう思いますかと

説明は必要だと思います。 

第三 

中学校区 

テレビで福岡市の夜間収集を見ま

した。防犯対策にもなりますし、日中

であればカラスがごみを散らかしま

すよね。弘前市で夜間収集はできない

のでしょうか。 

福岡市は夜間収集に加えて、自分の家の

前にごみを出してもらっています。以前、夜

間収集を検討したことがあります。夜だと

カラスも寝ており、道路も空いていてメリ

ットはあります。福岡市は積雪地ではあり

ませんし、道路も細かくないです。弘前市は

できないのかという話になったときに、毎

戸収集にすると２０億円以上かかるという

試算が出ています。そして、毎戸収集となり

ますと１日で終わらない可能性もあります

し、雪に隠れてしまうことも考えられます。

ただし、夜間収集に関しては、道路も空いて

いて渋滞にもならないので、可能性はある

とは思います。ただ、いつからやるという計

画はありません。ご意見として承ります。 

第三 

中学校区 

１年間福岡市に住んでいましたが、

非常に便利は便利でした。ただ、夜は

誰が出しているのかがわからなくて、

不安ということもありました。勝手に

知らない人が、アパートの前に出して

いてもわからないので怖いと思いま

した。あとはお金が非常にかかるとい

うことで、４５リットルごみ袋が１枚

４５円で高かった。 

ご意見として承ります。 
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第三 

中学校区 

ごみの収集について、市の条例がど

ういう形になっていくのか、わからな

いですか。戸別の世帯で出すのか、ど

うなっていますか。 

収集について具体的な、条例はありませ

ん。 

第三 

中学校区 

条例が無いということは、どこに出

しても収集するということですか。 

条例や法律で決めているものはありませ

んが、内部の取り決めとして収集をするに

あたっては、こういう条件で、例えば分譲住

宅であればごみの集積所を作ってくださ

い、新築でアパートを作る場合は、アパート

専用の集積所を作ってくださいと規則でや

っていることはあります。 

第三 

中学校区 

他の自治体をみますと、各世帯から

収集するところも沢山あります。有料

化になった場合は有料の袋を買うこ

とになりますが、条例がないわけです

から、集積所に置かなくても勝手に置

けば、市としては収集する義務が発生

する。そうすると、ごみが散らばって

環境が悪くなる。推進員を増やして対

応をとらせるとか、集積所を増やした

りすると良くなるのではないかと思

う。 

ごみの減量の前にごみの出し方、集め方、

ルールというのは整えていくべきだと思い

ます。廃棄物の法律で、市町村が責任を持っ

て各市町村のごみをきちんと清潔に集める

こと。市民の義務は、市町村のルールに従っ

てごみを出して清潔を保持することが決め

られておりますので、法律がないという訳

ではないです。自治体によっては、条例で定

めて実施しているところもあります。毎戸

収集と集積所に出すようなことが混在して

いる状況なので、整理していくことは大事

だと思います。 

第三 

中学校区 

有料化になると、金額は別としてお

家の前から持っていきませんという

ことはありますか。 

指定袋というのは全国のほとんどの自治

体でやられています。が、弘前市はやってい

ません。指定袋以外は収集しませんとなれ

ば、ルールを守っていない場合は不適正排

出ということで回収はしません。 

第三 

中学校区 

不法投棄の場合は、それは誰が処理

をするのか。 

推進員制度の充実や市のパトロールを強

化するようなことを有料化とは別に考えて

いかないといけないと思っております。 

第三 

中学校区 

前の会場で出たような内容を、資料

に出してもらえば無駄な質問が減る

と思う。 

ホームページには１１月に行った意見交

換会の内容は載せています。広報は紙面の

都合ですぐ載せるというのは難しいので、

ラジオでは周知したりしています。すべて

の市民に届くかというと中々難しいので、

周知を強化していきたいと思います。 
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第三 

中学校区 

ごみの推進員ですが、ごみを綺麗に

するとかそういった役割はあるので

すか。 

推進員制度というのが、１２分別と合わ

せて制度を作った関係で、実際にこういう

ことをして下さいという手引きが有りませ

ん。新しく推進員になった方も何をやれば

いいのか、見回りでどこまでやればいいの

か、実際にやったことを報告しなくていい

のか、問い合わせが来ています。町会によっ

ては２～３人のところや、推進員がいない

町会もあり不均衡です。制度が始まり何年

も経っており、見直しをしていきたいと考

えております。 

第三 

中学校区 

アパートの人や集積所がないよう

な人が、町会の集積所に分別もせず捨

てていく。また、大量に捨てられた場

合、役員がそれを持ち帰り、少しずつ

捨てている。少ない報奨金でがんばっ

ている。まだ町会の人が捨てたのであ

れば我慢できるが、町会以外の人が捨

てていくので悩んでいる。市内であれ

ば毎戸収集しているところもあるが、

全市でやれないか。 

中心市街地であれば毎戸収集していると

ころもありますが、それを全市に拡大する

と費用も勿論ですが、ごみを収集できるか

というと、困難だと思います。他の自治体で

は有料化ではなく、指定袋を決めて、例えば

名前を書いて出してもらっているところも

あります。 

 

第三 

中学校区 

文京地区のことしかわかりません

が、アパートが多く学生も多い町会

で、卒業後、要らなくなったものを捨

てていくというのが習慣的になって

います。その辺は、大学の生協や大家

さん等を通して対策が必要だと思う。

不法投棄も日常茶飯事という感じで

起きており、袋どころではないという

のが住民としての意見です。 

検討材料とさせていただきたいと思いま

す。 

第三 

中学校区 

ごみ集積所の補助金については、今

後も継続するのか。 

この制度につきましては大変好評です。

予算が付く限り、続けていきたいと思って

います。 

第三 

中学校区 

ごみの集積所の場所が千差万別で、

役員と色々検討してある程度は謝礼

を出してやっているところもある。逆

に置き場所を提供してくれる方もい

検討材料とさせていただきたいと思いま

す。 
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る。集積所の問題については、みんな

の意識が高まっていけばもう少しよ

くなっていくと思う。お互いに協力し

ていくことは、行政の方からの指導も

必要だと思いますし、町会の役員も意

識を高める運動をしていくべきだと

思う。行政でも周知してもらいたい。 

第三 

中学校区 

生ごみを堆肥化したい場合はどう

したらよいか。 

弘前市では電動の家庭用生ごみ処理機の

貸出を行っていますが、補助制度はありま

せん。貸し出しについての周知や、補助制度

の検討をしていきたいと考えます。 

石川 

中学校区 

ごみ袋の値段はいくらになるのか。 資料に書かれているのは、答申の手数料

の金額で、例えば袋の値段が１５円で手数

料が１リットル１円で４５リットルだと１

枚６０円になります。 

石川 

中学校区 

リサイクルの助成はどうなってい

るのか。パソコンの回収について聞き

たい。 

再生資源回収運動については、学校やＰ

ＴＡ、町会等にお願いしてリサイクルのも

のを集めてもらっています。まず、回収業者

の方から買い取ったお金というのが支払わ

れます。さらにキログラム当たり４円が別

に、市から報奨金という形で支払われます。

実施していない町会もありますので、今後

は協力していただけるように考えていきた

いと思います。パソコンの回収については、

パソコンと使わなくなった小型家電を宅配

業者が自宅に回収に来るという取り組みを

去年から始めました。これは周辺の自治体

と協働で取り組んでおり、これは、弘前市の

ごみの量にはカウントされませんし、資源

としてもリサイクルされますので、これか

らも続けていきたいと思います。 

石川 

中学校区 

資料２７ページの有料化の対象を

もう少し詳しく説明してもらいたい。 

他の自治体で対象になっているものは、

赤ちゃんや高齢者が利用している生理的に

発生するような紙おむつが多いです。他に

答申であったのは、医療用のストーマなど

医療に伴って発生する物等を対象外にする

のが望ましいと意見が出ました。不法投棄
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を誘発するものは、例えば落ち葉や剪定枝

等、ボランティアから出るごみに関しては

有料化の対象外にして、例えば専用の袋を

配っているような自治体もあります。有料

化になるようなことがあれば、また市民の

意見を聞いて、詳しく決めていくことにな

ると思います。 

石川 

中学校区 

有料化になっても変わらないと思

うが、今現在でも不法投棄が多い。車

のバンパーが捨てられていた。時間が

経てば市で回収すると思うが、こうい

うものがどんどん増えていくのでは

ないか。 

不法投棄は有料化とは別に、以前から問

題としてあり、例えば山の奥とか、河川等、

人目の付かない所に、市で収集しない洗濯

機や消火器、車の部品等が捨てられていま

す。市としてはパトロールの強化や、町会の

皆さんの協力で分別や処分をしていただい

ており、パトロールした結果、どうしてもと

いうことであれば回収しているところもあ

ります。有料化となればルールを守らない

方は、ますますルールを守らないで不法投

棄や不適正排出をするのではないかと、意

見をいただいています。有料化とは別に強

化を考えていかないといけないと思ってお

ります。例えば、推進員にお願いしている早

朝の見回りを市の職員も立ち会う、不法投

棄対策にはカメラを設置、悪質なものにつ

いては警察と協力して抑止となるようなこ

とを取り組んでいきたいと考えておりま

す。 

石川 

中学校区 

集団回収のお話がありましたが、事

業所を訪問しているように、町会に訪

問してもっと協力してもらえばいい

と思う。スーパーで資源になるトレー

とかを回収していますけど、積極的に

利用してもらうために、ここで回収し

ています、ポイントが付きます等、小

さなことでもいいので市民に周知し

てほしい。生ごみについても、堆肥化

することが一番の減量になると思う。 

再生資源回収運動については、一昨年か

ら出前講座のメニューに追加し説明してい

ます。様々な機会に周知していきたいと考

えております。スーパーの店頭回収につい

ては、スーパーに持ち込まれたものは、当市

のごみの量にはカウントされないので、積

極的に持ち込んでもらえれば、収集の効率

化にも繋がります。自治体によっては、容器

包装等の資源物は行政で回収せず、集団回

収やスーパーに持参して下さいとしている

ところもあります。様々な排出先、選択肢が

あれば皆さん分別や排出が楽になると思う
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ので周知を強化していきたいと思います。

生ごみについては、処理機で処理して頂け

れば、減量にも効果があります。水きりや、

堆肥化について周知していきたいと思いま

す。また、生ごみの減量には、手付かずの食

品や食べきれずに捨てられている食品が多

く、家庭で１ヶ月２，０００円から３，００

０円程無駄にしています。こうしたところ

も広報等で周知して食品、生ごみを減らせ

るようにしていきたいと考えております。 

石川 

中学校区 

コンポストについては、堆肥化して

も使う人も少ないだろうし、高齢者も

多くなってきており、今時コンポスト

に力を入れるのは疑問に思う。電動処

理機でたい肥化したものを使い道が

なくてそのまま捨てるというのも、電

気代をかけてまでして捨てるという

のも循環としては疑問である。補助を

出して終わりではなくて、それよりも

堆肥化したものを使えるような仕組

みを考える必要がある。 

堆肥として使用することは、もちろん根

本的なことなので、それが一番望ましいで

す。堆肥化の仕組み等については県で食品

リサイクルを重点に、事業化してモデル地

区を作って取り組んでいくようですので、

積極的に参加して取り組んでいきたいと考

えております。 

石川 

中学校区 

リサイクルしてもごみの減量には

ならないとお話がありましたけど、リ

サイクルした場合はこれくらい処分

料の負担が減るような話もしてもら

いたい。水きりについての説明がなか

った。町会として水きりをがんばって

いるが減量には効果がないのか。次

に、不法投棄について、石川地区は山

の中に電化製品が多い。最近捨てられ

たものは少ないので、古いものを処理

するよう市に相談したら、県が担当で

すと断られた。一度綺麗にして見せる

ことも大事なのではないか。 

集団回収した場合等、広報等できちんと

周知していきたいと思います。水きりにつ

いては、水を絞るだけで、１０％程の減量に

なります。３キリ運動の取り組みを周知し

ていきたいと思います。以前から電化製品

がそのまま捨ててあることについては、お

話のあった通りだと思います。市が何でも

回収できるかというと例えば、私有地にあ

るものを市が回収するというのは原則とし

て難しいというのがあります。県でも場所

を決めて回収を行っていますが、官地であ

れば国や県の管理しているところになりま

す。不法投棄については、これから具体的に

検討したいと思います。 

石川 

中学校区 

集団回収で缶等を集めておいたら、

業者が缶を持ち去ってしまった。なん

再資源回収運動で集めたものを持ち去っ

てしまうということで、町会によっては物
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とかならないか。不法投棄について

も、場所によって道路維持課とか環境

管理課とか土地改良区とか面倒なの

でどうにかならないか。私有地につい

ても、協力して綺麗にしてもらいた

い。若しくは、モデルケースとして、

綺麗にしてもらって、その後どうなる

かみてみれば言いと思う。 

置小屋に置いたりしているところもありま

す。集めたものは、ごみではなくて資源物な

ので窃盗になります。警察に待ち伏せして

もらえば、捕まえることもできます。同じよ

うに、収集日にごみとして出されているも

のも持ち去られているというお話も聞いて

おります。それに関しては、持ち去ることは

禁止という条例が無いので、警察で動くの

は難しいです。不法投棄については、検討し

ていきたいと思います。 

石川 

中学校区 

有料化は仕方ないと思う。 未回答 

石川 

中学校区 

有料化は本当にしなければいけな

いのか。市としては有料化をしないと

財政が厳しいのか。有料化をしないと

いけないのであれば、指定の袋をまず

は作ってやればどうか。 

有料化についてはまだ、決まっているこ

とは何もないです。有料化を前提で意見交

換会を開いている訳でもなく、財政的にと

いうことでもありません。もし、有料化する

となればまた、意見を聞きたいと思います。

ごみ袋について、当市は指定袋というもの

がありません。県内で指定袋が無いところ

は、西目屋村、藤崎町、階上町、弘前市です。

他の市町村は袋が決まっており、指定袋で

出さない場合は収集していません。そして、

それに手数料が上乗せになっている有料化

実施市町村は半分あります。当市は現状、推

奨袋はありますが、ダンボールやスーパー

の袋に入れて出しても収集しています。ご

みが出しやすい状況が、ごみが多い原因の

一つだと思っています。 

石川 

中学校区 

指定袋を決める等、様々なことも一

緒にやれば、有料化はしなくても済む

ようになるのではないか。 

青森市では去年の４月から指定袋を決め

たところ減量効果がありました。排出ルー

ルをきちんと決めて分別して出してもらう

ことで減量は見込めると思います。有料化

する前に、指定袋の検討という貴重な意見

として参考にさせていただきます。 

石川 

中学校区 

指定袋の使用や、様々なアイディア

を出して広報等で周知してほしい。そ

れでも減量されないのであれば納得

周知については、毎月限られた紙面でご

みの減量値等載せていますが、ごみに特化

した広報を作成し、周知したいと検討して



- 26 - 

 

中学校区 市民からの質問・意見等 市の回答 

すると思う。資料１４ページの「循環

のまち弘前」についてはとてもいいこ

とだと思う。実際にどういう形で取り

組んでいくのかを、今すぐにはできな

いとしても、市民が見通せるようにし

てもらいたい。他で聞く話だと、民間

で油を集めたり、堆肥化したり、民間

の業者で様々やっていると聞きます。

弘前でもあればいいと思う。3キリ運

動についても知らない人も多いと思

う。こうした場で、実際にやってみせ

たりすることも良いと思う。 

います。指定袋についても、まだ決まってい

る訳ではありませんが検討していきたいと

思います。 

石川 

中学校区 

とりあえず今の緑色の推奨袋を指

定袋にして、暫定的に１年なりすぐ取

り組んでみれば良いと思う。その際

は、袋のサイズも何種類か検討しても

らいたい。購入先についても手に入れ

やすいように、スーパーやコンビニ等

でも買えるようにしてもらいたい。 

検討材料とさせていただきたいと思いま

す。 

石川 

中学校区 

町の人が何でも言って呆れてしま

った。ごみも除雪もそこの町会の底力

になる。色んな意見を出し合って町会

でやらなければならない。みんな自分

ががんばらないで、市役所がやれば言

いという。自分でやらないのに外部の

せいにしている。私は、不適正排出が

あれば、写真を撮って何班から出てい

るということで回覧を回している。何

かあれば相談して、段々良くなってき

ている。それは、みんなが監視してい

るという牽制があってよくなる。地域

の人を刺激して力を出させるように、

こういう例がありますよという周知

が必要である。 

未回答 

石川 

中学校区 

ごみの有料化は賛成ですが、石川地

区は特に不法投棄が心配である。 

不法投棄については、今までの意見交換

会でも話が出ており、袋が決まればそれに

入れないで、捨てる人が増えるのではない
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かということで皆さん心配されていまし

た。不法投棄は、以前からあることで、今ま

では町会やその土地の管理者にお願いして

いたが、例えば市で回収して綺麗にして、今

後は捨てられないように対策を取るなど、

強化していきたいと考えております。 

石川 

中学校区 

燃やせるごみの不法投棄は少ない

と思いますが、燃えないごみとかは川

とかに捨てられていることが多く、心

配である。 

市で収集しない冷蔵庫や洗濯機、タイヤ、

車の部品等、どこに出せばいいのか困るよ

うなものが山や川に捨てられていることが

多いです。確かに、生ごみをわざわざ山に捨

てに行くような人はいないと思いますが、

道路や他の集積所に、大鰐町や平川市の人

が通勤途中に捨てたり、様々なパターンが

あります。有料化とは関係なく、すぐに取り

組んでいきたいと考えております。 

石川 

中学校区 

山などに捨てられていることより

も、アパートに捨てられていたとき

に、最終的に町内の人の負担が増える

ことが心配です。 

市内のアパートや町会の集積所、ルール

を守らないで出されたものは町会の人が分

別をして、次の収集日に出したり、市内全域

にご負担をかけているということはあると

思います。県内では弘前市を含め４市町村

だけ、ごみ袋が決まっていません。ごみ袋が

決まっていないので、スーパーの袋や汚く

なったダンボールで出しても回収している

現状があります。そうなると誰が出した不

明であったり、ダンボールで出すと中身が

見えない等あるので、ごみ出しのルールの

強化をしていきたいと考えております。 

石川 

中学校区 

ごみ袋に名前を書くことには抵抗

はある。 

名前や町会名を書くことは一例です。現

在でも町会で斡旋している緑色のごみ袋に

は、町会によっては世帯主名を書かせたり、

自分の家の番号を割り振りして書いたりし

ている町会があります。 

石川 

中学校区 

有料化は、時代の流れなのかなと感

じていて、消極的な賛成です。意見交

換会は意見がある人が来るので、反対

の人が目立ちますけど、仕方が無いと

思っている人も結構いると思います。

新聞報道等で有料化が決まったのかと市

民から問い合わせが多くありましたが、有

料化については意見交換会で意見を広く聞

いてから方針を決めるということで、今後

も意見交換会は続きます。来れなかった人
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ごみの有料化については、ごみが多い

と問題になってから、スピーディーだ

なと感じます。生活が苦しい方とか、

これまで分別がんばってきた人とか

は、何かワンクッション置いてもいい

と思う。 

にも伝えてもらって、参加してもらえれば

と思います。 

石川 

中学校区 

事業系については様々取り組んで

いて、効果が出ているようなので今の

ままで良いのではないでしょうか。ご

み袋については、私は現在、町会の袋

を使用しており、指定袋にするだけで

効果は出るのか。 

 

例えば、指定袋にすると今までダンボー

ルやレジ袋等で出していた人が出せなくな

ります。今まで、きちんとしていなかった人

が、半透明で中身が見えるのできちんとや

らなければいけないと思ったり、他の自治

体では指定袋を決めただけで、多いところ

では２割程減ったところもあります。青森

市は４～５％程減っていると聞いていま

す。 

石川 

中学校区 

農家でりんごを捨てている人がい

るような感じがする。そういったのも

何日かすれば回収してくれますよね。

回収してくれるので、結局、不適正排

出が無くならないということがある。 

今後は対策と実態把握に取り組みたいと

考えております。 

石川 

中学校区 

計画が長すぎる。すぐに有料化にし

てもらいたい。 

これは計画の最後の年が１０年後という

ことで、有料化の決定するのが１０年後と

いうことではありません。１０年間様子を

見るということではありません。 

津軽 

中学校区 

旧岩木地区でどれくらいの排出状

況なのか知りたい。また、要望として

岩木小学校ＰＴＡが団体として登録

していて再資源回収運動を実施して

いる。以前は無線を使って呼びかけて

実施していたが、現在は無線が使えな

くなった。資源回収運動での報奨金等

は子供たちのスポーツの活動に利用

しており、収入が減ることで親に負担

がかかりスポーツができなくなった

と聞いたこともある。今日の話とは関

係ないかもしれないが、無線での呼び

かけは啓発にもなると思うのでお願

岩木地区だけでの 1 人 1 日当たりいくら

かというのは、現状はまだ把握していませ

ん。集計上は旧弘前市、岩木地区、相馬地区

で分けており、旧弘前市からみれば岩木地

区、相馬地区は多い状況ではあります。今後

は、そういった数値も出して町会で説明す

るときは、情報提供できるようにしたいと

思います。無線については、防災安全課で、

市内の行政無線を昨年、全地域デジタル化

しました。以前まではアナログで岩木庁舎

や相馬庁舎から防災無線でアナウンスでき

ましたが、現在はデジタル化により、システ

ムが変わっている部分もあると思いますの
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いしたいと思う。 で確認します。ただ、各小学校や町会ごとに

設置している防災無線それぞれから、別の

アナウンスをすることは可能です。そうい

ったことを環境管理課から防災安全課のほ

うに働きかけることはできますが、防災無

線として流せる情報のラインというのを決

めていますので、再資源回収運動のことを

アナウンスできるのかどうか、今回の意見

を踏まえ協議していきたいと思います。 

津軽 

中学校区 

資料１２ページの家庭系、事業系と

もに大型ごみが多いということにつ

いて、主にどのようなものが多いのか

知りたい。 

事業系の大型ごみは基本的には鉄やプラ

スチックが多く、こういったものは産業廃

棄物なので入ってきません。木製のタンス

や椅子、テーブル等が事業系の大型ごみの

分類となります。しかし、本来は対象外の物

も分類が分からずに捨てられているという

こともあります。そのため、本来は産業廃棄

物として処理しなければいけないものが、

一般廃棄物として捨てられているため、事

業系のごみが多いということもあります。 

津軽 

中学校区 

事業者への締め付けをもっと厳し

くしないと減らないと思う。分別につ

いては、やはり分からないということ

は行政側の責任もあるかと思います。

家庭の方はがんばっているので、事業

者の方をもっと厳しくしてほしい。資

料２８ページの廃棄物減量等推進員

の活用推進についてもう少し詳しく

知りたい。 

廃棄物減量等推進員については、各町会

に大体２名程配置し、年間６，０００円お支

払いしています。具体的には町会の分別の

啓発等をお願いしており、市内全体では５

００名程配置しています。しかし、配置され

ていない町会もありまして、制度自体も見

直しをして、どういった業務をやってもら

うのかパンフレット等を作って、活動をし

てもらうという根本的なところから検討し

ています。 

津軽 

中学校区 

推進員について例えば、月５００円

でやってもらっているのを、月１，０

００円になることはあり得るのか。 

金銭面については、私たちだけで決めら

れることでないので何とも言えませんが、

もちろん報酬についても議論の対象にはな

ると思います。 

津軽 

中学校区 

正直な話、月５００円でお願いして

も受ける人がいない。先程５００人く

らい配置しているということでした

が、推進員がいない町会の割合はどれ

市全体で３００町会あり、そのうち５０

町会に配置されておりません。 
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くらいか。 

津軽 

中学校区 

高屋町会では、真面目にがんばって

いる人がいるが、年間かなりの日数を

６，０００円で片付けるというのは疑

問である。高屋町会では町会で少し上

乗せしてやっているみたいだが、お願

いする身としては無理ですよ。残念で

すが声をかけても鼻で笑われるよう

な感じである。もう少し何とかならな

いでしょうか。 

料金については検討していきたいと思い

ます。その他にもやりやすい環境や、どうす

ればやってもらえるのか、金額以外でも何

かあればお伺いしたいと思います。 

 

津軽 

中学校区 

健康づくりサポーターというのは、

短命県返上の関係でやらなければな

らない。ごみについてもそうですが、

二人ということであれば、お金のこと

は財政的なこともあるかと思います。

町会長や色んな人を含めＰＲしなが

ら、連携についても追求していっても

らいたい。 

金銭的なところもですが、そもそも二人

でいいのか、具体的にどういったところを

お願いするのかも分かっていない町会もあ

りますので、手引きを作ることも含めて検

討していきたいと思います。 

 

津軽 

中学校区 

廃棄物減量等推進員についてです

が、推進員の会議等はあるのか。また、

ごみのルールが守られていなくて、黄

色いシールが貼られ残っているごみ

を、推進員がきちんと分別をして回収

してもらうようなことがあります。出

した本人はこれでも回収してくれる

と思ってしまう。町会によってやり方

が違うと思うので、具体的に指導方法

を検討し、統一した内容でやってもら

いたい。 

推進員への情報提供については、辞令交

付式で現状等を説明しています。町会によ

って様々な状況があると思いますので、手

引きを作成し、指導等についても検討して

いきたいと思います。また、推進員が分別を

して下さることについて、前の意見交換会

であった話では、収集業者がごみに出され

たペットボトルの回収で、キャップが付い

たものを業者がキャップを外してキャップ

だけ残して回収しているという話があり、

これはやめてほしいと言われました。何故

かと言いますと、キャップを付けたままで

も大丈夫だと、ごみを出した人が思ってし

まうということで、わざと残してほしいと

いうことがありました。町会ごとに状況が

違うと思いますので、収集業者への指導も

含めて検討していきたいと思います。 

津軽 

中学校区 

推進員と一緒に管理をしています

が、分別が不完全で腹が立つというよ

近いところですと、平川市は名前まで付

けているか今はわかりませんが、町会名を
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り情けない感じがします。我々の方で

は分別が不完全で残されたものは、か

ごから出して道路の目が付くところ

に３日くらい置いておきます。生ごみ

はカラスがいるのでやりませんが、そ

れ以外はしている。そこで、聞いた話

だと、場所によっては名前をごみ袋に

書いて出しているところもあるそう

だが、そういうことは非常に嫌です。

こういうことはしたくはないですが、

意外と効果はあるのかなと思っても

いる。そういったことの効果とか、調

査したことがあれば教えてもらいた

い。 

書いていないものは集めないとか、青森市

も記入したものを集めています。いずれの

場合も指定のごみ袋を決定してルール作り

をきちんとしています。袋を決めている担

当者に聞いたところ、導入時は賛否両論あ

りますが、一人ひとりの意識付けにより、ご

み出しの分別、マナーも良くなると話は伺

っています。今後、検討していくことになる

とは思います。 

 

津軽 

中学校区 

城西団地で名前は書かないけれど

も、何丁目何番地とか書いて出しま

す。変な出し方をするとお家に持って

行って、分別きちんとして下さいと言

えますよね。それによって意識も変わ

ると思います。 

特に城西町会はそういう取り組みをがん

ばっています。マンションとかは集積所に

出すときに部屋番号を書いて出すとか、都

心では名前を書くのはプライバシーの件と

かあり、住所の下二桁を書くとか、町会の中

で番号を割り振って記入し、町会の人だけ

がわかるような暗号を書いたりしていると

ころもあります。今はまだ、袋も決まってい

ない状況ですが、今後ルール等を作る際は、

そういった情報提供をしていく必要がある

と思います。 

津軽 

中学校区 

賀田町会での悩みで、岩木庁舎や中

央公民館の近くの集積所に、何も関係

ないときに様々なごみを捨てていく。

町内会でカメラを付けたらどうかと

かあったが、まだそこまでは対策して

おらず、どうしたら良いか。 

特に被害に遭いやすいのが大通りで、車

が多いところが目に付きやすく、通勤途中

に捨てられてしまうということが多いで

す。ある町会ではそういったことが続いた

ので、通りではなくて一本裏の通りに集積

所を設置したら、減ったというお話もあり

ました。そういった事例も今後周知してい

ければと思います。有料化している他自治

体の人が、通勤途中に捨てている情報は町

会から聞いております。 

津軽 

中学校区 

先程、裏の通りに置いたら減ったと

いう話がありましたが、大通りではな

マナーについては市の周知不足だと感じ

ています。資料の１３ページにあるように、
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くて公民館の裏です。あまりにもルー

ルを守らない人がいるので、朝６時３

０分から８時くらいまでずっと監視

しました。そうしたら、見たこともな

い若いお母さんで間違いなく町会外

の人が多分通勤途中に捨てている。夜

中の１１～１２時くらいに捨ててい

る人もいる。ここまでマナーが落ちて

いるのかと非常に残念に思っている。

袋に名前を書くとか世帯番号を書く

等、やらないよりはやった方が良いと

は思うが、ルールを守って綺麗な環境

を作るにはすごい時間がかかると感

じている。有料化になると思っている

が、今よりもっと酷くなるのではない

かと思っている。まずはマナーの向上

から頑張ってもらいたい。 

分別が面倒、分別をする必要性を感じない

等、周知はしているつもりでしたが、こうい

った結果になったということで、やはり周

知啓発するしかないと感じています。ただ

単に広報で周知するのではなく、細かいと

ころを説明するために町会に出向く等、地

道な活動が大事だと思います。マナー作り

についても強化していきたいと思っていま

す。有料化をしているところの不法投棄に

ついては調査をしており、実際に有料化を

しているところは、事前に不法投棄の強化

をしています。有料化後の不法投棄の件数

は、増加はしていない傾向にあります。ただ

これは地域の差や、有料化前にパトロール

やカメラを設置する等の対策を取っていた

からだと思います。また、排出者が特定でき

た場合は、市で直接その方を呼んで注意し

ています。そういった情報を掴むことはな

かなか難しいことだと思いますが、直接注

意しないと止めないと思いますし、町会の

人が注意してもトラブルになったりします

ので、何かあったら連絡をいただければと

思います。 

津軽 

中学校区 

スーパーに行くと買い物にダンボ

ールを斡旋しているところがあり、そ

れを燃えるごみとして出している人

も多いと思う。ダンボールに入れての

ごみ出しについて何か対策を考えて

いるか。駒越と藤代の間の集積所が燃

やせるごみが同じ週で資源ごみが違

う。それで、日にちを入れた看板を毎

月取り替えている。そのため、日にち

を入れた看板を作ってもらえないか。

ちょうど藤代地区と境目の集積所で、

場所は藤代にあり、お互いに利用して

いる。駒越と藤代で収集日が違えば苦

労している。 

スーパーでダンボールを配っているの

で、結果、ダンボールに入れて捨てていると

いうことです。レジ袋を有料化してマイバ

ックを利用してもらっているが、持ってき

ていない人のためにダンボールを出してい

ると思う。結局、袋で持ち帰るより、ダンボ

ールで持ち帰ったほうが、ごみが増えてい

ます。そういったことが当たり前になって

いる現状を、スーパーに働き掛けていくこ

とが必要だと思っています。看板について

は、市で出しているカレンダーを希望があ

ればラミネート加工して配付しています。

集積所によっては、その加工されたカレン

ダーを集積所に貼っています。同じ集積所

に違うナンバーの方が利用しているという
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ことであれば、特殊なケースなので、検討さ

せていただきたいと思います。 

津軽 

中学校区 

事業系のごみについてですが、当然

個人もやる義務はあるんですが、事業

主もきちんとやるべきなので、そこを

きちんと対策してほしい。 

検討材料とさせていただきたいと思いま

す。 

津軽 

中学校区 

資料を見ますと大型ごみが多い。衣

類についても回収とかやっていると

思いますが、他の自治体では、木製の

家具を修繕して再利用しているとこ

ろがあり、衣類についても破けたもの

とかをシルバー人材センターとかで

作り直していたりするが、そういう考

えはあるか。 

リユースということだと思いますが、ご

みを減らす段階としてはリサイクルも必要

ですが、リサイクルの前にもっと大事なも

のがリユースだと思います。審議会でもリ

ユースの取り組みについて意見が出されて

いまして、八戸市で既にそういったことを

実施しており、お話を伺ったりしています。

また、リサイクルプラザというのがありま

すので、プラザとお話を進めていまして、家

具等を修繕して再利用できないか検討して

いるところです。衣類については、今のお話

は初めてでしたが、非常に良い取り組みだ

と思いますので参考とさせていただきま

す。 

津軽 

中学校区 

有料化した場合、ごみ袋が高くなれ

ば低所得者の方や生活保護者の方が

大変なので、そういった人たちへの支

援はあるのでしょうか。 

有料化については、皆さんからの意見を

聞いたうえで、最終的に市で判断するとい

うことになります。まだ、有料化の対象と

か、減免措置について決まっておらず、仮に

有料化をやると決まった場合にはまた、意

見交換会を開き、意見を聞いて決めていき

たいと思います。 

津軽 

中学校区 

町田市では袋の値段が６７円もす

る。市でスーパーやコンビニと協定を

結んで、トレイやペットボトル等を集

めるようにしている。生ごみに関して

も、ダンボールコンポストを独自に作

って配付している。首都圏ではよく活

用されているみたいですけど、そうい

ったスーパーやコンビニを活用する

方法を検討してもらいたい。 

民間での回収については、その通りだと

思います。市内スーパーでも最近始めたと

聞いています。本来、市民が頑張っても減ら

せない容器包装については、生産者が回収

すべきではないかと思います。スーパーに

はお願いはしておりまして、そういったと

ころを進めていきたいと思います。もうひ

とつダンボールコンポストについてです

が、過去にモニター事業ということで実施

していましたが、確かに電動式となります
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と金額が高くなります。安価で出来るダン

ボールコンポストは選択肢として良いもの

だと思います。ただ、予算の関係で、出来て

いないところもありますが、有効な施策だ

と思っています。 

津軽 

中学校区 

減免措置について考えていないと

いうことでしたが、おむつを多く使う

乳幼児のいる世帯に無料の袋を配付

するようなことは必要ではないかと

思う。 

資料２７ページの内容はあくまで、審議

会での答申内容で、市としては決まってお

りません。そして有料化の対象の注釈で、意

図的に減らすことができないもの等は対象

外とあり、生理現象に伴うおむつとかは対

象外にするべきとの意見がありました。 

津軽 

中学校区 

ごみの減量として、雑紙、その他の

紙をどのように処理していくのか。 

 

その他の紙、雑紙の分け方については、今

までの意見交換会にでも分かりづらいと意

見がありました。審議会でも意見がありま

したので、県内での動向を調査しています。

県内１０市だと、当市のようにその他の紙

と雑紙に分けているところは、平川市、十和

田市でした。それ以外の７市については雑

紙ということになっています。例えば、その

他の紙で捨てているティッシュの箱や、お

菓子の箱は雑紙で出しています。そうなる

と、現在、その他の紙として捨てている、カ

ップ麺の容器やヨーグルトのふたは「その

他」のマークが付いていますが、雑紙として

処理できませんので、燃やせるごみとして

捨てる必要が出てきます。そういったとこ

ろを議論している段階です。ただ、市民の立

場からすると、雑紙として捨てる方が分か

りやすいので、燃やせるごみが減るのでは

ないかと思っています。今後、その他の紙と

雑紙については、統一できるかということ

を技術的な面や収集日程の面で検討してい

ます。 

津軽 

中学校区 

雑紙とその他の紙を統一すると料

金は変わってくるのか。 

現状では、その他の紙も容器包装も収集

委託費は同じです。雑紙だからお金がかか

らないと思うかもしれませんが、資源物と

いうのは収集運搬費の兼ね合いで赤字にな
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るか黒字になるかで、有価物若しくは廃棄

物になります。ただ、どうしても収集運搬費

のほうが高いので、収集運搬費がなくなる

ということはありません。仮にその他の紙

を全部雑紙にしたとしても、収集運搬費は

かわらない見込みです。現在、その他の紙は

容器包装として引渡しはしておらず、最終

的には古紙類として処理しています。経費

的な面としてはあまり変わらないとは思い

ますが、市民の皆さんから見ると分別はし

やすくなりますので、資源物は増えるので

はないかと思っています。 

津軽 

中学校区 

これまでの内容は市民向けだった

と思いますが、これは小学校、中学校、

高等学校にも教育として必要ではな

いか。例えば、学校の生徒がコンビニ

で買ってきたものを集積所にポイ捨

てするのを多く見ている。学校教育が

大事だと思う。 

そこは当市の弱いところで、取り組みが

遅れていると思います。小学３、４年生では

ごみの循環ということで、授業で触れると

ころがあると聞いていますが、それ以上踏

み込んだものがありません。当市の現状を

知らない子供は沢山いると思いますので、

検討していきたいと思います。 

津軽 

中学校区 

プラスチックのごみについては、私

も以前分別していた記憶があります。

説明では、焼却に回しているという話

でしたが、昨日の新聞では、青森市が

月２回のプラスチック収集を週１回

にするという記事が掲載されていま

した。そういった市町村では焼却の方

に回していないという認識でよろし

いのでしょうか。また、個人的な所感

として、プラスチックの分別というの

は、最初は面倒かと思いますが、次第

になれてくるものだと思います。以

前、プラスチックについては、燃やし

た方が安上がりだから燃やせるごみ

になったとどこかで聞いたことがあ

るのですが、それだけで燃やせるごみ

に回したというのであれば疑問です。

プラスチックごみを減らせば、リサイ

クルに回るものが増えて、燃やせるご

平成２０年にプラスチックを燃やせるご

みに変更した訳ですが、その理由の一つと

しては、収集後に半分程度が燃やせるごみ

になっていたということが挙げられます。

近年、プラスチックの素材も臭いに強い素

材や、保温性が優れていたり、何層にもなっ

ており、高度化してきています。素材の違う

ものを、全て一概にリサイクルすることが

技術的にできなかったため、結果、半分程度

がリサイクルされずに燃やされていたとい

う事です。更には、収集運搬するための車両

にかかる燃料代や地球に与える環境負荷、

焼却施設で発電ができるようになったこと

などの、お金だけではない、総合的な観点で

判断したものです。一方、青森市では、その

他プラスチックを分別して、収集していま

すが、焼却施設での発電能力や、分別収集す

るにあたっての費用や環境負荷を総合的に

判断して、分別を選択していると思われま
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みが減るということです。 す。どちらの考え方が良いという事ではな

く、地区ごとの事情や特性を考えた上での

判断になっていると思います。なお、今のお

話については、全国的にも考え方が二分さ

れております。 

津軽 

中学校区 

燃やせるごみの中にプラスチック

は入っているのか。 

プラスチックは現在、燃やせるごみとし

て収集しているため、燃やせるごみの中に

含まれています。分別収集をしているわけ

ではないため、厳密に燃やせるごみのうち、

どの程度が可燃ごみなのかということはわ

かりませんが、ごみの組成分析調査で集積

所から収集したごみを一定量実際に仕分け

して計量しているため、それを基に推計す

ることはできます。推計を行ったものが、資

料「６－２．現状の分析（家庭系ごみ）」で

す。また、「６－１．現状の分析（家庭系ご

み）」を見ていただければ、当市の燃やせる

ごみが６１０グラムとなっています。この

中にもプラスチックが含まれていることに

なります。この中のプラスチックの分量を

示さないと、プラスチックの分別収集を実

施している自治体としていない自治体では

不公平ではないかというご指摘かと思いま

すが、その他のプラスチックについては、こ

のうちの約２０グラムではないかと推計し

ております。 

津軽 

中学校区 

これまで古紙類や小型家電、衣類な

どの回収を行ってきているが、それは

ごみ減量に対して効果があったので

しょうか。 

分別の変更そのものは直接ごみの排出量

には影響しませんが、リサイクル率向上に

つながっております。資料「６－１．現状の

分析（家庭系ごみ）」の例でお話しますと、

ピンクの部分の資源ごみは増加し、黄色部

分の燃やせるごみが減少することになりま

す。つまり、ごみ排出量というものには資源

物も含めた形で表現することになります。

弘前市のごみ排出量はほぼ同様となってお

ります。 
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津軽 

中学校区 

これまでの分別はごみの減量に効

果がなかったということですか。 

ごみの排出量ということに対しては直接

影響しませんが、リサイクル率に寄与する

ということになります。ごみを減らすため

には、例えば、水切りをするとかそういった

排出抑制を行う必要があります。 

津軽 

中学校区 

平成２４年度・平成２５年度に増加

している要因はどういったものが考

えられるのか。 

我々が把握している部分として、その２

か年については、災害の廃棄物が多かった

ことが要因の一つとして考えております。 

津軽 

中学校区 

有料化はごみ処理経費を不足する

部分に充てるのか。有料化するという

ことになると、現状のごみ排出状況を

許容するということにならないでし

ょうか。要は有料化して収入が入り、

それでごみ処理経費が足りるのであ

れば、結果、現状のごみ排出量でもや

っていけることになり、減らすことに

ならないのではないでしょうか。 

まず、審議会の経緯からお話します。現

状、分別によるリサイクル推進などの取組

が行われていますが、リサイクルの前の排

出抑制の部分についても検討していく必要

があるのではないかという意見、加えて、排

出抑制の動機づけの一施策として有料化を

検討してはどうかという意見が出ておりま

した。なお、弘前市では前計画の中でも、全

国的な流れとなっている有料化の検討につ

いて記載をしているなど、これまでもごみ

有料化を検討事項としていたところで、そ

のことについて、昨年改めて審議会へ諮問

し、審議会の中で議論したところです。その

後、審議会からは、有料化がごみ減量化・資

源化に有効であること、有料化をする際に

必要なおおまかな実施方法について答申を

いただいております。したがって、有料化の

検討にあたっては、ごみ処理費用が不足し

ているというようなものがきっかけで議論

したわけではなく、あくまでごみ減量化・資

源化を進める上での有効な施策として議論

しております。なお、有料化の使途について

は、ごみ減量化・資源化に使ってくださいと

いうご意見もいただいております。 

津軽 

中学校区 

ごみ減量化・資源化ということにつ

いてなんですけども、これについては

やはり世代を超えて引き継いでいか

なければいけない問題かと思います。

ただ、その一方で、ごみというものは

これまで実施した意見交換会やアンケー

トなどで、過剰包装などが多くてごみを減

らしたくても減らせないというお声を多く

いただいております。また、近年ではスーパ

ーマーケットなどでトレーや資源物の回収
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買えばどうしても出るもので、こっち

もどうかしてほしいと思います。例え

ば、スーパーで物を買ったときに、不

要な包装などを捨ててくるようなシ

ステムがあればよいのかなと思いま

す。その他、週に２回燃やせるごみの

日がありますけども、ごみ袋半分程度

で排出する時もあります。有料化した

場合には、４５リットルのごみ袋で出

してもいっぱいになるまで置いてお

くわけにいかないので、その点の検討

も必要なのかなと思います。 

を行っているところが増えております。こ

ういったことについては、市だけの取組だ

けではなく全国的な取組へつなげていく必

要があると思います。そのほか、弘前市の家

庭系ごみが多い要因としては、生ごみの排

出量が圧倒的に多いということが挙げられ

ますので、その点については、我々も減量化

を進めるように訴えかけていく必要がある

と思います。続いて、指定袋については、ま

だ方針が決定した訳ではないですが、全国

的にも既に有料化を実施している自治体の

多くで４５リットル以外の１０リットル、2

２０リットルなどの小さな袋を作成してお

りますので、仮に有料化を実施した場合は、

そういった部分についても配慮していく必

要があると考えております。 

津軽 

中学校区 

「７－２．当市の課題と要因」とい

うところで、「分別が不十分」という

記載がありますが、やはりこの点につ

いては、市民全体の認識不足が大きい

のかなと思います。個人もそうです

が、業者もそうだと思います。その点

を進めないとごみの減量化・資源化は

進まないのかなと思います。私は、ご

みを分けることに抵抗はありません。

普段の分別時には、ごみごとに分けて

置く場所を設定しています。そんなに

場所もとらないし、面倒とは思わない

です。その点が重要かなと思います。

普段集積所に古紙類などを出しにい

っても何もないときがあり、皆さんど

うしているのだろうと思うことがあ

ります。最近では、市役所の近くに雑

紙などを捨てる小屋を設置していた

りしますけど、私の周りではびんや缶

などは分別日に出ていることは目に

しても、古紙類が出ていることはあま

り見ないような状況です。そのために

広報については、昨年、県でテレビコマー

シャルを何回も実施するなど、再三、紙の分

別が重要だということを周知しております

が、そういった広報ひろさきを見ない人た

ちに周知する方法をきめ細やかに検討して

いく必要があると考えております。 
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大事なのは、市民一人ひとりに周知啓

発していくことだと思います。今日も

このような形で説明をしていますが、

人数が４人しかいない。そうではな

く、より多くの市民に浸透できるよう

なものを考えて欲しいと思います。広

報も見ていない人も多いと思うので、

そのような人にどう徹底させるかが

重要かと思います。そのほか、市役所

の中でも進んでいないのではないか

と思っています。 

津軽 

中学校区 

紙類でも、マークの付いた「その他

の紙」と、ついていない「雑紙」があ

ると思いますが、例えばお菓子の箱で

もマークがついているものもあるし、

ついていないものもあります。そうい

ったものの取扱いはどうすればよい

のでしょうか。また、表示すること自

体は決められているのか。 

表示自体については、ルールとして決め

られております。マークのついているもの

のみ、「その他の紙」として処理していただ

いて、ついていないものは「雑紙」として処

理していただければと思います。また、「そ

の他の紙」と「雑紙」については、これまで

の意見交換会においても、「分別がわかりづ

らい」、「分別がわかりづらいので結果燃や

せるごみに捨てられている」などの意見が

多く寄せられております。県内の他市町村

では、２つの区分を１つに一本化している

自治体も多いです。そのような自治体では、

基本的に一本化できるものについて一本化

し、できないものについては燃やせるごみ

としており、その点についても検討を今後

進めていきたいと思います。 

津軽 

中学校区 

資料「９－５．家庭系ごみ６７０グ

ラムへの挑戦」について、８～９月の

ごみが多くなっていますが、これはや

はり生ごみが多いことが関係してい

るのでしょうか。 

ご推察のとおりです。我々の把握してい

る範囲でのお話となってしまいますが、夏

については、水気の多いものが多く食べら

れるとともに、農作物も盛んに取れる時期

でもあります。そのため、そういったものを

食べた後の残渣が多く排出されるという傾

向にあります。また、ここには記載されてお

りませんが、冬場のごみ排出量は少なくな

っております。そのほか、先ほどお話しまし

たが、国の統計上、分別した資源物について

もごみのカウントに入ってしまうため、ご
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みの分別だけでは劇的にごみを減量化する

というのは難しい状況です。そのため、ごみ

の減量化のためには、先ほどの意見にもあ

ったような水切りだとか、生ごみの総量自

体を減らしていくような取組が今後必要に

なってくると考えております。 

第二 

中学校区 

弘前市のごみが多いというのは説

明の中で解ったが、６ページ４－３ご

み排出量の現状について、人口規模・

産業構造類似３７都市との１人１日

当たりのごみ排出量比較の説明で、確

かに３７都市の中でダントツになっ

ているが、県内３市と比べると青森や

八戸と弘前を比べると産業類似都市

なのか、弘前市が特別、青森、八戸と

産業構造が違うのか説明の補足をお

願いしたい。１３ページの当市の課題

と要因について、例えば過剰包装や使

い捨て商品・容器が多いと分析した内

容があるが、これは弘前市に限ったも

のではないと感じている。確かに、買

い物して包装のごみは本当に多いと

思うが、そういう意味から言うとこれ

は一般的なごみの分析で、弘前市に限

ったものではなく、弘前市が特別多い

のは産業構造の背景があるのではと

思っている。 

一次産業が活発な農業、りんごが盛んで

あり、人口規模と産業構造が似ている他の

全国の市町村となると実はなかなか無い状

況です。そういった中でも、人口１７万ぐら

いで人口が下から１０番ぐらいから２５番

ぐらいの、ある程度の基準で環境省が集め

ているデータの中でピックアップしたのが

３７都市になっています。その中で比べる

と１人１日当たりの排出量が一番多かった

です。１３ページ、家庭系ごみの課題と要因

の中の発生抑制が進まないのが、過剰包装

や使い捨て商品・容器が多いということで

す。市民、事業者の方にアンケートを行った

結果という事で、実際、過剰包装とか使い捨

て商品・容器が多いのは全国的な話で、弘前

市だけ特別これが原因だという事ではない

と思います。逆に弘前市の特徴としては、そ

の前の１２ページ、一般廃棄物は家庭系、事

業系に分けるが、まず事業系の割合が非常

に多く、家庭系、事業系どちらも燃やせるご

みの割合が他の自治体に比べて多いという

特徴があります。大型ごみも割合として総

体的に量が多いといことが当市の特徴とし

て挙げられます。 

第二 

中学校区 

先ほど説明では第一次産業という

ことで、弘前は日本一のりんごの産

地、集積地となると、その分野のごみ

は一般ごみなのか、家庭ごみなのか、

事業所から出すごみなのか。 

農家から出るりんごはどうなっているの

かということで、例えば農作業で出た枝、り

んごくず、少量で農作業に伴ったものであ

れば、庭で焼いたり、畑の中でりんごを鋤き

込みして堆肥にしたりといことでやられて

いる場合もあります。大量に枝等が出た場

合は焼却施設に持ち込まれている状況もあ

ります。商品でりんごを加工したもの、加工
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の途中で出たものなど、産業廃棄物として

分類されるようなものは民間の処分業者で

処分されている状況になっています。先ほ

ど弘前市が生ごみの量、燃やせるごみの量

が多く、事業系も多いという話で、本来、産

業廃棄物で処分されるようなものが例えば

一般廃棄物として弘前地区環境整備センタ

ーに入ってきたり、家庭系ごみの集積所に

事業で出たものが混入されるというような

状況も考えられます。それについても、去

年、一昨年から集積所のごみを集めて、開け

て中身を確認したり、持ち込まれたごみを

調査したり、現状を調査している状況です。 

第二 

中学校区 

どこも同じようなやり方をしてい

るが、弘前のごみが多い理由が分らな

い。具体的に、各地でどのような事務

の仕方をしているのか。指導してくれ

れば減らせる。弘前は事業系が多いか

ら、家庭系はそんなに悪くないと話を

する人もいる。弘前は包装が多いと書

いているが、そんなに変わってない。

生ごみでプラスチックの容器（コンポ

スト）は畑が無い人がやってもどうに

もならない。アパートの人なんかは、

これを勧めたって全然ダメで、もっと

具体的な指導してもらいたい。 

意見あったとおり、どうゆう事を取り組

んで下さい等、周知は広報にその都度、載せ

ています。浸透しているのかというと、なか

なかそうゆう状況ではありません。先ほど

説明の中にもありましたが、例えばカルチ

ュアロード、弘前大学文化祭でのイベント、

ラジオ等でお話しさせてもらっています。

広報も様々な記事を載せないといけないと

いうことで、ごみだけというのは難しいで

す。具体的には３キリ運動ということで、水

キリ、食べキリ、使いキリして下さいという

ような事は取り組んでいます。お話のとお

り、特に弘前だからといってこれが多いと

かではなくて、全国的に同じようなものが

出ていると思います。やはり割合としては、

燃やせるごみ、生ごみ、手つかずの食品が多

いです。そういった事への取り組みをして

もらいたいということに力を入れていきた

いです。家庭でまだ食べられるのに捨てら

れているもの、賞味期限切れのもの、手つか

ずのもの等、一般家庭４人世帯で年間６万

円程食べられるものを捨てているような状

況です。 

第二 

中学校区 

スーパーではダンボールをくれる。

結局、ごみを入れて出てくる。その辺

持っていきやすいので、ダンボールを置

いて利用していると思います。しかしそれ
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から市で取り組んでいかないと、この

数字は変わらない。何かのアクション

を起こさない限り、ごみは減らない。

ダンボール配布を改善していかない

といつまで経っても堂々巡りである。

根本から変えないといけない。 

はごみに出さないでリサイクルに回しても

らえば良いです。市としてはお願いという

ことで、指導していきたいです。燃やせるご

みとして出さなければ良いと思います。 

第二 

中学校区 

ダンボールに入れて出すと収集し

ない。ダンボールとして出すと収集す

るが、ダンボールにごみを入れて出す

と収集されない。 

ダンボールについて、明らかにリサイク

ル出来るようなものは持っていかないが、

汚くなってしまったり、濡れてしまったも

のに生ごみを入れているものは収集してい

る状況です。町会で推奨している緑の袋を

使ってくださいとお願いしているが、中身

が確認できるスーパーの袋でも収集してい

る現状です。指定袋は、県内４０市町村のう

ち、指定袋が決まっていない弘前市のよう

な自治体は他に３市町村しかありません。

青森市も去年４月から指定袋を決めていま

す。極端な話、肥料の袋、麻袋のようなもの

でも中によっぽど変なものが入ってなけれ

ば収集しています。それだとごみが多くな

るという意見はもっともです。他の意見交

換会でも指定袋が必要ではないかといった

意見も出ています。 

第二 

中学校区 

資料６ページに関連して、家庭系燃

やせるごみの割合で生ごみが一番多

いとのことだが、ごみの排出量少ない

自治体で生ごみが極端に少ない自治

体とかあるのか？ 

 

燃やせるごみの組成で、生ごみが何パー

セントかという詳細分析について弘前市で

は２７年度から業者に委託して調べていま

す。他の自治体でお金をかけて調べている

ところはなかなか無い状況です。分析して

いるところもあると思うが、いずれにして

も、燃やせるごみのなかで生ごみの割合は

少ないと思います。例えば、堆肥化が進んで

いたり、生ごみだけ分別収集してメタンの

施設に入れたりしている自治体もありま

す。燃やせるごみの収集日の他に生ごみの

収集日があるところもあります。他の自治

体の取り組みを弘前市と比較してお知らせ

できればと思います。 
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第二 

中学校区 

弘前市も生ごみを資源化する検討

はあったのか。そういったありとあら

ゆる検討をしたが、弘前市民の意識レ

ベルが低くて家庭系燃やせるごみの

排出量が多いという結論であれば、必

ずしも有料化反対ではない。それしか

手段がないというのであれば仕方な

い。財政が厳しくて有料化している自

治体もあると聞いている。弘前市は財

政問題ではなく、ごみの減量化、低炭

素社会、循環型社会を目指しているな

かでの有料化検討であると思う。ディ

スポーザーはごみ減量化にすばらし

く、運搬コストゼロであるが、ディス

ポーザーは環境負荷が大きくて大変

なことになりますと教わったが、調べ

てみると下水処理場でも問題なかっ

た。環境管理課と下水と担当が違う

が、ごみも下水も連携しながらディス

ポーザーの検討をしてほしい。 

ディスポーザーについて、わかる人、わか

らない人がいるので説明します。台所の排

水溝にミキサーの羽のようなものが付いて

おり、生ごみを細かく砕いて下水に流すと

いう仕組みです。県内では十和田市でやっ

ています。弘前市の生ごみが多い状況から

生ごみ減量に繋がる可能性の一つとして視

察し、参考にさせてもらいました。ただ、ご

みではないので、下水処理場の問題になっ

てきます。仮に弘前市でディスポーザーを

実施した際、下水道にどのような影響が出

るか細かいシュミレーションが必要です。

検討は本格的なところまでいっていない状

況です。 

第二 

中学校区 

私の地区では９月、１０月になると

畑からの生ごみが集積所に増える。こ

うしたのが、市の負担になっているの

かとつくづく思う。広報誌で畑に還元

することなど市の指導を徹底してほ

しい。堆肥化も考えているとあった

が、平川市でバイオマス工場の稼働の

計画を見た。平川でやれるのに、なぜ

弘前でやれないのかと思う。生ごみの

量が多いと言うだけでなく、市でどの

辺まで検討が進んでいるのかお伺い

したい。 

秋口に農業から出たものが多いというこ

とで、農家に限らず、市内の事業所等どうい

った状況で排出されているのか専任の職員

を配置して事業所訪問等、現状把握を行っ

ています。時期によっての取扱い等、広報で

啓発していきたいと思います。平川市にあ

るのはおそらく、剪定枝をバイオチップに

する工場かなと思います。メタンの方は八

戸市が紙ごみ等をメタンにする施設の稼働

の話かと思います。平川市の生ごみのメタ

ンの施設の検討というのは把握していませ

ん。新潟県長岡市では、生ごみの日というの

があり、収集してメタンの施設に入れてメ

タンガスで発電しています。長岡は雪国な

ので冬期間の施設管理も難しいということ

も聞いたが、メタン、堆肥化もそうだが他自

治体では様々な取り組みをやっています。

弘前市でどうゆう方法が良いのか、みなさ
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んの意見を参考に考えていきたいと思いま

す。 

第二 

中学校区 

城北町会にごみボックス１４基ほ

ど設置して、会員が４５０世帯ある。

現在も不法投棄の実態もある。有料化

になると回収されないごみの問題も

出てくると思う。そいった管理につい

て町会で検討しないといけないと思

うが、仮に有料化になれば、ごみ集積

所をやめて４５０世帯の各家庭の玄

関前に有料袋でごみを出して収集す

ることは可能か。また業者と検討され

ているのか。有料化のごみ袋、シール

はどこで売るのか。 

有料化は決定事項ではありません。意見

交換会が４月まで実施予定で、みなさんの

ご意見を基に市の方針を決めたいと思いま

す。有料化になった場合での話は難しいが、

ごみの収集を１件、１件収集している市町

村もあります。例えば板柳町は家の前に出

して収集しています。当市も検討したが、現

在、経費が年間５億円ほどかかっている。収

集作業員、車両を多くして、全世帯収集とす

ると２０数億円かかります。併せて、雪の影

響で、道路が狭く入れない、出してもらった

ごみに雪が被ってしまい探さないといけな

い、取りこぼしが発生する、屋敷が広い場合

は玄関先まで取りにいく作業等で、その日

のうちにごみを収集できない可能性があり

ます。市としては集積ボックスの補助を活

用して可能な限り集積所に出していただく

ことで進めたいと考えています。集積ボッ

クスの補助も今後続けていきたいと思いま

す。また、ボックス設置場所が無いところに

対し、ネットに代えて折りたたみの収納枠

も試験的に取り組んでおり、耐久性、使い勝

手を見ながら補助制度を作りたいと考えて

おります。集積所にルールを守らないで、置

いていかれるというのは有料化とは関係な

く、例えば指定袋で出して下さいとしても

守らない人は出るかと思います。今でも、分

別もしない、曜日も守らないというのは日

常的に行われています。青森市では指定袋

を導入した時に、朝、集積所での指導等、地

道な取り組みを行っています。全て町会ま

かせではなく、市も予算をかけて早急に対

応していきたいと考えています。 

第二 

中学校区 

経済的にも、ごみ収集はステーショ

ンでという話があったが、弘前市内の

ある町内では、家庭から収集してい

市内中心部で毎戸収集しているところが

多く、将来的にはまとめていきたいと考え

ています。逆に拠点回収しているところが
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る。今後、ステーション以外の収集は

全くダメなのか。 

毎戸収集になるということは、無いと思い

ます。毎戸収集のところは３軒、４軒でもい

いので、まとめて下さいとお願いしている

がなかなか進まない状況です。また、集積ボ

ックスが設けられないのであれば、収納枠

も用意して出来るだけ毎戸は少なくして、

収集にかかるコストを減らしたいと考えま

す。 

第二 

中学校区 

ステーションを利用できるのは町

会員のみとしている。町会に加入して

いない人については集積所を利用で

きないので、市と相談して個別に回収

してもらってくださいと指導した場

合、回収してもらえるかどうか。 

市としては町会に入っていない方に集ま

っていただき、新たに集積所を作っていた

だいております。複数世帯で利用するので

あれば、一つの集積所として認めて対応し

ています。 

第二 

中学校区 

資料６ページで宮崎県の都城市が

弘前市と同じぐらいのごみの排出量

ですが、有料化をしているのは知って

いましたが、ごみの量が同じぐらいの

理由はわかりますか。次に、資料２８

ページの高齢者へのごみ出し支援事

業についてですが、どういった内容な

のか。また、年金暮らしで大変で、周

りも有料化には反対との意見が多い。 

有料化をしていても１枚当たりの手数料

が少なかったり、金額に差が有り、例えば隣

の板柳町も有料化をしていますが、１人当

たりの家庭系のごみの量は多いというとこ

ろもあります。有料化をしていれば少ない

のかというと、料金の設定の仕方とかでも

変わってきます。都城市の場合は、家庭系と

事業系を混ぜた排出量になっていますの

で、弘前市のように家庭系は少ないが、事業

系が多いということも考えられます。３７

都市については、調査の方も詳しく調べて

いるところでしたので、分かり次第お知ら

せしていきたいと思っています。高齢者へ

のごみ出しの支援事業について他の自治体

では、高齢者や障がいのある方で、ごみ出し

が大変な人のお家に直接ごみの収集者が伺

い、ごみを集めるという取り組みをしてい

ます。または、集積所に持っていってあげ

て、併せて安否確認を行っています。弘前市

としても、他の自治体を参考に総合的に検

討していきたいと思います。 

第二 

中学校区 

生ごみだけの収集をして、それをリ

サイクルしているという自治体があ

燃やせるごみの他に、生ごみだけの日を

決めて、生ごみ専用の袋に入れて収集して
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るとネットで見まして、設備にお金も

かかっていると思いますが、どうなの

でしょうか。 

いるところもあります。それを、堆肥化した

り、メタン発酵させてガスをとって電力と

して利用したりする自治体もあります。新

潟県の長岡市にメタンガスの施設の視察に

行きましたが、長岡市の方では有料化もし

ていて指定袋も決めており、家庭から出た

もの、事業所から出た生ごみもすべて生ご

みの日ということで集めており、上手くい

っているようでした。お話し合ったように

経費の問題については、堆肥化したあとに

使う場所がないということで困っている自

治体があったりとか、自治体の規模が小さ

かったりすると、農家の方で全部利用でき

るとかそういった人口規模とか産業構造に

左右されますので、弘前市の今の状況に合

った生ごみの資源化、エネルギー化という

ものを検討していきたいと思います。 

第二 

中学校区 

事業系のごみについてですが、弘前

市が３市の中で事業系が確かに多い

わけですが、先般ごみの勉強会みたい

なものが町会でありまして、ここのセ

ンターに持ち込まれると、全て事業系

のごみになるような話だったため、事

業系のごみとはどういったものなの

か知りたい。 

一般廃棄物と産業廃棄物という区分があ

りまして、事業所から出されるごみのほと

んどは産業廃棄物ということで処理をする

ことになっています。そういったごみは産

業廃棄物を処理する民間の業者で処分して

います。事業をしている方は責任を持って

適正に処理してくださいということになっ

ていますが、なかなか種類がわからないと

いうこともあって、本来産業廃棄物として

処理しなければいけないものが一般廃棄物

として捨てられたりしているのも事業系ご

みが多い原因だと思います。あとは、資源物

になるダンボールや紙類の混入も多く、リ

サイクルするところもあるのでそういった

ところに出すように周知、指導を強化して

いきたいと思います。 

第二 

中学校区 

ごみの推進員をやっていますが、事

業所でダンボールを扱っており、ダン

ボールとかに入れて家庭の集積所に

捨てており、そういったのを推進員の

立場として指導してくださいと、市の

町会で管理している集積所に事業所の人

が出しているというのは、市内非常に多い

です。市内に集積所は沢山有り、捨てられて

いるごみの中からどれが事業所から出され

ているものなのかというのは判断が難し
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方では言いますが、非常に感情的でリ

サイクルのほうに回すような考えは

まったく持っていなく、弘前市として

は事業系について対応を取るのが遅

すぎたのではないかと思う。事業系へ

の対策を頑張らないと減量には繋が

らないと思う。 

く、収集していたというのが現実です。た

だ、例えば明らかに髪が多く入っており、近

くに床屋があるとなれば、収集業者から連

絡をもらい家庭の集積所に出していません

か、とか対応を取っており、きちんと事業系

ごみとして処理してくださいと指導はして

います。これは一過性ではなく、市内何千と

事業所がありますので、今も１件１件事業

所訪問していますけど、遅すぎたなという

思いはあります。今後は周知等含め色々検

討していきたいと思います。その方がもし

家庭系として燃やせるごみの日に出してい

たとしても、そもそも分別をきちんとして

いないので、指導は必要だと思いますし、個

人的に恨まれるようなことがあれば大変な

ので、環境管理課にご連絡いただければ対

応したいと思います。 

第二 

中学校区 

家庭系ごみは２７位で事業系を足

すとワーストということで、家庭の方

を有料化にしようとする。事業系ごみ

は、ここに搬入されたごみと考えてお

ります。産業廃棄物とは違うごみで、

前から若干有料でしたよね。前は何キ

ログラムまでは無料でそれを超えた

分が有料ということで、２８年４月か

らは金額が上がったということで、ワ

ースト１の事業系はもう有料化して

いますよね。それなのに、２７位の家

庭系を有料化するのはおかしい。次

に、ダンボールとか資源物を回収して

いると思いますが、これをどうしてい

るのか。資源として利用しているの

か。資源物として回収したのに燃やし

ているのであれば、処理の仕方として

おかしいのではないか。活用していな

いのであれば、活用する方法を模索し

ていく必要がある。 

まずは事業系ごみの料金ですが、平成２

８年４月から今までの料金から倍になりま

して、それまでは１０キログラムごとに５

０円、４月から１０キログラムごとに１０

０円となり、１０キログラムまでは無料で

したが、それも廃止しました。そして事業系

ごみにかかる経費のうち半分は、事業者の

方が支払っていただく手数料で、残りの半

分は税金でということになりました。本来

であれば、事業所の人が出したごみは、事業

者の人が全て負担していただくということ

が望ましいです。自治体によっては、すべて

事業者に負担をしてもらっているところも

あります。事業者に対しては、先程説明し

た、値上げや事業所訪問により平成２６年

からみると２割くらい減ってきている状況

です。それでどうしても集計物というのが

国の方で発表するのが１年とか２年遅れる

ので、結果が出たら速やかに報告したいと

思います。資源物については、事業所に無料

で回収に行って、きちんと資源化するよう
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なところの紹介をしており、雑誌、雑紙など

も１００パーセント資源化されています。

今まで容器包装ごみと書かれていましたけ

ど、ごみではないということで容器包装と

改めましてリサイクルもしています。どう

しても不純物とかリサイクルできないもの

が混じっていれば除かれますが、容器包装

と古紙類として集めたものはリサイクルに

回っています。 

第二 

中学校区 

有料化をしていなくて、減量の効果

が出ているようなところの情報があ

れば、教えてほしい。 

有料化は袋に手数料を上乗せしています

が、前提として全国の自治体で９割は指定

袋というのは決まっています。弘前市は決

まっていなく、推奨の袋というのはありま

す。まずはそこの排出ルールが他の自治体

と違います。県内でも西目屋村と藤崎町と

階上町と弘前市だけが袋が決まっていない

状況です。他の自治体は指定の袋で出すこ

とになっており、それ以外のもので出した

場合は回収しないことになっています。そ

して、袋は決まっていて他にどういうこと

をしているかというと、分別を増やしてコ

ンテナを置いてそれに分別して入れてもら

い、リサイクル率が５０パーセント以上の

ところもあります。こうしたところは、人口

や世帯が少ない自治体です。弘前は東北で

もかなり大きい都市で雪国ですけれども、

そういったことをできるかといったらなか

なか難しいです。 

第二 

中学校区 

青森市で指定袋をやっており、減量

の効果がわかればお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

青森市には職員が調査に行きまして、約

５パーセント減ったとのことです。ただ、青

森市では前から指定の袋はあるみたいで、

今回改めて新しい指定袋を作製し、それで

市民がごみについて考えるきっかけになっ

たと思います。大きい都市は逆にごみに関

してすごいお金を使っています。大きいと

ころはお金があるので毎戸収集にしていま

す。この人が何を出しているかわかるよう

になれば、ますます分別していくという考
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※「市の回答欄」に記載している「半

分毎戸、半分拠点回収」という表現は、 

市全体をエリアで見た場合に、街なか

の地域で「毎戸収集」が、郊外の地域

で「ステーション収集」が広がってい

る傾向があることを回答したもので、

「毎戸収集」及び「ステーション収集」

の対象となっている世帯数が半分ず

つであるという趣旨のものではござ

いません。誤解を与える表現となり、

大変申し訳ございませんでした。 

（H30.9.13追記） 

え方です。弘前市の場合は、半分毎戸、半分

拠点回収ということで、どうしても冬の収

集の件とかありまして、弘前市としては拠

点回収を増やしていきたいです。それを毎

戸にすれば、今の収集が５億円かかってい

るのが、１０、２０億円となるかもしれませ

ん。そうなりますと、経費の３２億円が４

０、５０億円となる可能性があるとすれば、

それははたしていいのかどうかというのも

あります。なので、今１８，０００円くらい

負担してもらっているのが２０，０００円

とか３０，０００円ぐらい税金をかけてや

るべきなのかということになって、それは

いかがなものかとなればいくらかでも拠点

回収を増やしてごみの経費を少なくしてい

きたいと考えます。有料化しないで減量を

しているところもありますが、そのかわり

経費をかけているような面も逆にありま

す。 

第二 

中学校区 

田舎館村とか指定袋を利用してお

り、それでないと回収しないというの

を徹底している。そういうのを時間は

かかるでしょうけど意識は出てくる。

意見として、行政と町会や関係団体を

繋いで協力体制を整えるのが大事で

ある。 

様々やるべきことはやってという考え方

もありますし、全国で６割以上の自治体が

有料化をしています。県内で指定袋をやっ

ていないのが４自治体しかなく、要は当市

がごみが出しやすいということもあれば、

まずは指定袋も有効なのかなと思います。

そういったことをトータルで考えて結論を

出したいと思っています。 

第二 

中学校区 

意見を言えば反対と思われるかも

しれませんが、そうは思わないでくだ

さい。まずは有料化と減量は別に協議

しないと市民は今それで困っている。

あとはやることが遅すぎる。有料化は

時間をかけてやる必要はあると思う

が、何でも回収してしまうため分別す

る必要を感じないとか意見があるわ

けで、推進員としてダンボールを容器

としての排出を注意してもそれを持

っていかれると意味がない。指定袋を

当市のごみが多い理由として考えられる

のは、３分別だったのが１２分別になり皆

さんにご協力していただいて分別は進んで

きています。資源化物としてリサイクルに

されている量は、八戸と比べても決して少

なくなく、多いときもあるぐらいです。ま

た、再資源回収運動でＰＴＡや町会の方に

協力いただいて資源物リサイクルというの

は非常に浸透している状況です。そして、１

人１日当たりのごみの量については分別さ

れたものや再資源回収運動で集めていただ
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決めるとか、やることを早くやってだ

めだったら有料化の賛成もできるの

で検討をお願いしたい。予算がないと

いいますけど町づくり１％で予算６，

０００万円も出せるんだから何かし

ら持ってきてどんどん住民の人に訴

えていってもらいたい。そして努力を

していって有料化に向かっていけば

いいと思う。新聞等で弘前市がワース

トだということで、市民としてはイメ

ージダウンがありますが、とりわけ弘

前市民が他に比べて劣っているとい

う意識はないと思う。分別が面倒とか

意識の低さとかはあるのかもしれな

いが、過剰包装は弘前市に限ったこと

ではないし、弘前市がごみが多いとい

うのを周知するだけではなくて、同じ

ような規模のところでどういったこ

とをしているのかをもっと教えてほ

しい。そして、そこと比べて指定袋を

やってないよねとか議論ができると

思う。農家が多いので有料化になれば

ごみを出さなければ良いということ

で、野焼きが増えるのではないかと思

うが環境にはどうなのかなと。 

いたものが含まれています。分別をすれば

ごみが減ると思っていたのであればそれは

非常にうまくない状態でした。分別イコー

ルごみの減量ではないので、その辺の周知

をしていきたい。なぜ、当市がごみが多いの

かというと資源物は勿論リサイクルに回っ

ていますが他に燃やせるごみが多く、生ご

みが多い。燃やせるごみの中に資源物が含

まれてきており、リサイクル率が低いです。

そういった周知と一緒に他の自治体の取組

も伝えていく努力をしたい。当市の場合そ

もそもが遅れている結果、減量に対しては

袋も決まっていない、捨てやすい、何でも集

めてしまうことを解消し、他の自治体で効

果があることをやって色々な取り組みを協

力していただけるような形にしたいと思っ

ています。不法投棄や野焼きについても、有

料化とは別に今までもあることですし、早

急に対応していきたいと思います。 

 

第二 

中学校区 

水キリをしたらどれくらい減るの

か。 

１０パーセントくらいです。あとは食べ

キリも大事で４人家族だと年間６万円くら

い捨てられています。賞味期限が過ぎてそ

のまま捨てられていることが多く、使いキ

リとか食べキリが非常に大事なので、もっ

と周知していきたいと思います。 

第二 

中学校区 

弘前市民は有料化をしなくても減

量はできると思うので、有料化をしな

いでぜひ減量をお願いしたいと思う。 

焼却場は町田と石川に南部清掃工場とい

うのがありますが、可能性の話として例え

ば、ごみを減らしていけば焼却場は二つ必

要ないということも出てきます。将来的な

負担というのを減らしていくためにもみん

なで協力していければと思います。 
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船沢 

中学校区 

私の周りでの反応だが、ごみの有料

化は困るが、ごみを減らそうと思う人

がいないような気がする。みなさんの

意識が低いのかもしれない。個人がご

みを減らそうという意識を持たない

といくら有料化にしてもごみは減ら

ないと思う。個別指導が必要ではない

か。 

先日、青森市にお伺いしました。今年度か

ら、指定袋を決めてやっています。それだけ

ではなく、集積所に立ってごみの分別の指

導をするとか、集積所にポスターを貼って

周知啓発するとか、市内を回ってごみの出

し方について説明しているそうです。そう

いった取り組みもあって５％程度ごみが減

っているとのことでした。青森市で効果が

出ていることから、我々も出向いて地道に

意識啓発していくしかないと感じているた

め、前向きに考えています。 

船沢 

中学校区 

青森市ではごみのステーションが

町内毎にあるようで、町会で推進員が

一生懸命やっているとのこと。すごく

厳しく、あれはダメ、これはダメと言

われ、そうすると「うるさいおじさん

がいる」と言っているが、そういった

考えはいけないと思う。一生懸命やれ

ばやるほど、「うるさい」といわれる

し、推進員の人も大変だと思う。しか

し、厳しく指導しないとごみは減らな

いと思う。 

平成２６年度で５７７人が町会に付いて

いただいています。実は推進員がいる所も

あれば、いない町会もあり、５０町会ほど推

進員がいません。そういった町会は、誰も何

も指導できていません。そういった理由と

いうのがお話しされたようなことかと思い

ます。推進員の報酬や業務の内容、お話しあ

った他の地区を回る等も含めて検討したい

と思います。推進員については一番地域に

密着して活動できるので、大事にしていき

たいと思います。 

船沢 

中学校区 

推進員は、大抵、町内の人で決めら

れている。顔見知りで、注意された方

も嫌だし、推進員もやりたくないとい

うふうになってしまう。可能かどうか

はわからないが、顔見知りじゃない人

が良いとか、あるいは大学生の人にア

ルバイトという形で推進員を担って

もらうとか、そういった意見は私たち

が話し合った中で出ている。町内の中

で町内の人が注意し合うというのは、

嫌だ、やりたくないという人が結構い

ると聞いている。どうにかして、推進

員という制度をうまく動かす方法を

考えたほうが良い。 

 

町会の環境美化の役割を持ち、ほぼボラ

ンティアです。報酬も安く、上げたいと要望

しているが予算がつかず、大変申し訳なく

思います。推進員の報酬が年６，０００円、

月５００円ということで、大学生がやるか

といえば、そうはならないと思います。ま

た、町会の環境美化を役割として、町会の人

にほぼボランティアでやっていただいてい

るので、他の町会となるとますますやらな

いと思います。自分の町会は自分たちで綺

麗にしましょうという気持ちでやっていた

だいています。 
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船沢 

中学校区 

石川地区では、自分たちのところは

自分たちで綺麗にするといった意識

が高く、やはり環境美化という役割を

充実してほしい、意識を持ってほしい

といった働きかけが必要かと思う。 

毎年３月に推進員を全員集めて説明会を

行っています。 

船沢 

中学校区 

町内の環境美化の役員がどうした

ら綺麗にしていけるか、ごみを減らし

ていけるかを推進員含め町内みんな

で考えることが必要である。 

町会で環境衛生委員会もあり、こちらで

も対応していますが、やはり町会の意識が

大事です。 

船沢 

中学校区 

プラスチック類の分別回収の中に、

リサイクルされないプラスチック類

もあったとしているが、これは容器包

装リサイクル法で分別回収している

訳で、国ではリサイクルできないプラ

スチックを把握したまま推し進めて

いるのか。青森でも２、３年前から新

たにその他プラスチックを分別回収

している。青森ではどうして新たに取

り組むようになったのか。弘前は止め

たのに新たに始めている所も出てき

ているのはどうゆうことなのか。 

国のリサイクル協会でも、全部が全部プ

ラスチックになっている訳ではありませ

ん。プラスチックの原料として例えば作業

服になる場合もあれば、サーマルリサイク

ルとして回収している場合もあります。ま

た、コークスというセメントの材料を作る

際の原料として使う場合もあります。国と

しても、そのまま物にするのではなく、複合

化してリサイクルしています。弘前では分

別収集によってリサイクル協会に渡してい

たが、焼却施設での発電や収集運搬費用、環

境負荷を考え、止めるに至った経緯があり

ます。全国的にも同じ考えで止めていると

ころもあります。青森市の場合は、新しく焼

却施設が出来たが恐らく収集量が多く、全

て焼却できない状況です。余った分は委託

して黒石で焼却しています。そうすると委

託費が多くかかってしまいます。そこで、ま

ずは自前の焼却施設のみで賄えるように燃

やせるごみを減らしましょうということ

で、プラスチックはリサイクルに回し、燃や

せるごみを減らしています。焼却施設の処

理能力がもっとあれば、そのままでよかっ

たかもしれません。また、リサイクル率に貢

献するので始めたということもあるかと思

います。容器包装リサイクル協会に渡すこ

とでリサイクル率に反映されるが、一方で

は単純にパーセンテージが上がればいいの

かといった疑問もあります。リサイクル率
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を上げるためには収集費も処理費もかかり

ます。当市の場合は収集費もかからず、熱回

収を行っているが、リサイクル率には換算

されません。同じサーマルリサイクルでも

リサイクル率に換算される、されないとい

うこともあり、自治体によって違います。当

市の場合はリサイクル率に拘らず、きちん

とリサイクルされていることと、費用がか

からない方法をとったものです。 

船沢 

中学校区 

資料１２ページの家庭系及び事業

系ともに大型ごみが多いのは何故か。 

なぜ大型ごみが多いかは解明できていな

いところがあります。家庭系については、当

市の場合は大型ごみとなる寸法が４５㎝以

上ということで、寸法が小さいことも一つ

の要因かと思われます。また一般の家庭の

人が、集積所に置けなかったに大型ごみを

環境整備センターに搬入すると事業系ごみ

としてカウントされていました。そういっ

たところも事業系大型ごみが多い要因とな

っています。しかし、そもそも大型ごみが多

い訳で、その理由は分かっていません。ま

た、家庭系の集積所に事業系の大型ごみが

出されていることもあります。周辺の平川

市、黒石市は有料化しているが、当市が大型

ごみの有料化をしていないということもあ

ります。周辺の市町村から当市に大型ごみ

が持ち込まれているとの情報もあり、これ

も一つの要因かと思います。燃やせるごみ

は集積所から持ってきて調査分析している

が、来年度以降は大型ごみについても分析

したいと思います。 

船沢 

中学校区 

前に三沢市、おいらせ町に住んでい

たが１０年以上前から有料化のごみ

袋があった。町名と氏名を書かないと

収集しない。近くに退職された方がお

り、熱心に見張っていた。それぐらい

厳しくしても良いと思う。今は集合住

宅にいるが、２、３日前から出してい

る。ごみはみんなの問題で弘前はさく

ルール作りだと思うが、意見交換会でも

指定袋の話も出ています。有料化と指定袋

は制度が異なり、指定袋はあくまで袋を決

めるだけだが１枚１０円、１５円とかかり

ます。有料化は更に手数料を上乗せして販

売する。黒石市では１枚６０円、大鰐町では

４５円と指定袋よりは高くなります。それ

が動機付けとなって、ごみを減らしましょ
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らが綺麗だといって来るが、ごみがあ

ってがっかりする。公園の中のごみ集

積箱もいらいと思う。全国あちこちで

もごみゼロ運動というのもある。ごみ

は自分で持って帰るというぐらい強

く言ってもいいと思う。カラスや毎戸

で出しているのも見苦しい。全市民が

ちゃんとやらないと無くならないと

思う。 

うというものです。ルール作りは必要と感

じています。強く言っても良いという意見

も参考とさせていただきます。公園のごみ

については、他自治体では持ち帰り頂くと

いったところもあります。１年間の当市の

ごみの総量からするとわずかではあるが、

街づくりといった観点から意識啓発という

ことに市全体で考えていかなければと思い

ます。 

船沢 

中学校区 

資料６ページの弘前市のごみが一

番多いというのを見ると本当に傷つ

く。同じ人口規模のなかでなぜ、弘前

が多いのか。私が知っている市町村の

範囲で、例えば同じような農村地帯で

も１，０００グラム程度である。 

当市のごみが一番多い理由として、意見

交換会でも過剰包装が多いのではという話

があります。プラスチック等が袋に入れる

時に嵩張るので、市民のみなさんの意識感

覚としては分かります。しかし、ごみの量と

いうのは重さで測っており、重さの単位で

測った場合、なにが原因かというと生ごみ

が非常に多いです。他の市町村では４０％

程度のものが弘前では５０％近いときもあ

ります。意見交換の場でもりんごの産地だ

から多いのではとご指摘頂くが、全国的に

もみかんの産地もぶどうの産地もある訳で

あまり関係がないのかと思います。過去２

年間の組成分析調査で、当市は食品ロスや

余分に物を買っていることが多いと感じて

います。 

船沢 

中学校区 

去年、今年の広報に出ている減り方

を見ていると、だいぶ減っていると思

う。 

資料は２６年度のデータだが、２７年度

データが３月に国から公表されます。広報

を見ていただいているとおり、減ってきて

いるのもみなさんご存知かと思います。た

だ、全国的な傾向としてごみが減ってきて

いるので、極端に弘前の成績が良いわけで

はありません。 

船沢 

中学校区 

８月の生ごみが多く、水分も多い。

季節限定で生ごみを堆肥化すること

は弘前で可能か。なにをやれば良い

か。 

やるとすれば、水きりが良いです。堆肥化

もひとつの手段であり、他自治体でもやっ

ているが堆肥を誰が使うかということで非

常に悩まれています。そのままごみになる

ようであれば本末転倒であるため、リサイ
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クルよりもごみを減らす水きりからスター

トした方が良いと思います。生ごみが多い

時期に水きり強化ということも必要です。 

新和 

中学校区 

家の車庫も燃やせるごみ以外の缶、

ビン、雑紙で山になっている。新和小

学校管内は新聞、雑誌、ビン、缶等資

源回収をやっており、リサイクルに協

力しているという気持ちもある。しか

し、他市町村に比べると排出量が多

い。普通の生活でごみを減らしても限

度があるが、そのレベルはどこか。そ

れに比べて、弘前市の排出量は多いの

か。 

資料８ページ、家庭系ごみの分析による

と、資源ごみ、集団回収の数値をみると、他

市に比べ当市の資源物が特に多い訳ではあ

りません。ただ、燃やせるごみが全国の１．

２９倍と青森市、八戸市に比べても多いで

す。燃やせるごみ６１０グラムの組成を９

ページに記載しています。燃やせるごみの

８２％は適正に排出されたものであるが、

中には未使用食品が６．３％、古紙類が９．

３％含まれていました。これらを分別して

リサイクルするのは、もちろんです。しか

し、集計上、資源物も含め一人一日当たりの

排出量を出しています。集団資源回収もご

みの排出量に含まれます。燃やせるごみに

含まれる、未使用食品６．３％と古紙類９．

３％を分別したからといって、当市のごみ

が少なくなるということではないが、リサ

イクル率が上がることについては有効で

す。ただ、それだけではごみの量は減らない

ので、燃やせるごみの８２％の部分を減ら

しましょうとしています。何をするかとい

うと、水きりをして水分をなくすると重さ

も無くなります。また、それ以上に、ライフ

スタイルを見直し、不必要なものは買わな

いなどの排出抑制の取り組みをしていかな

ければいけないと思います。 

新和 

中学校区 

資料を見ると青森、八戸、弘前を比

べると弘前が全体の排出量が一番多

い。しかし、弘前はいろんなごみの資

源回収をやっているので、かなりリサ

イクルされているものだと思ってい

る。 

 

リサイクルは結構されており、量は多い

です。ただ、説明したとおり、燃やせるごみ

の量があまりにも多いです。食べ残しや生

ごみの水切りをしていない可能性がありま

す。青森、八戸、弘前を比べて、制度的に何

が違うかというと、八戸市では１０年以上

前から有料化を実施しています。青森市は

今年度から指定袋となり、指定袋以外は収

集しません。そういった当市と違う影響が
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排出量に関係していると分析できます。 

新和 

中学校区 

仮に有料化しても、ごみ排出量その

ものを減らす努力をしないと、ごみの

量は減らない。 

ごみになるような物を買わないといった

意識を変えていかないとごみは減っていか

ないと思います。意識を変えていくには、ど

うしたら良いかといことも含め、みなさん

から意見頂いています。 

新和 

中学校区 

お金はかかると思うが、大々的なキ

ャンペーンをやってはどうか。そもそ

も、行政がごみの減量化に取り組んで

いる事自体、市民がどれだけ知ってい

るか。それほど多くないと思う。 

新聞等でごみの有料化が取上げられるよ

うになり、また、市民に対し意見交換会も実

施したのはここ１、２年の話で、ようやく取

り組み始めたといっても過言ではありませ

ん。今まで、市としては減量を伝えてきた

が、それが市民に伝わっていませんでした。

広報にごみの量を載せ始めたのも去年の話

です。去年の秋にカルチュアロードでキャ

ンペーンをやった際のアンケートによる

と、約７００人から回答いただき、弘前市が

県内で１番ごみが多いという事を知ってい

た割合が４割、知らなかった割合が６割で

した。まだまだ、周知が不足していると思い

ます。 

新和 

中学校区 

幸いなことに、ごみの集積所に出し

て置きさえすれば、全部収集してくれ

るので何も不都合なく処分出来てい

た。それだけ処理経費がかかってい

る。そういった現状を市民にお知らせ

し、減量に取り組みましょうという意

識づけを行ってほしい。広報誌にごみ

の排出量を載せているが、どれぐらい

の市民が認識しているか。広報誌を読

んでいると思うが、集積所に持ってい

くと何も不都合なく処分してもらえ

る現状があるから、読み過ごしている

と思う。 

４月以降、広報誌の他にごみに特化した

広報誌を年数回出そうと思っています。意

見交換会の中でも、弘前市のごみの現状が

分らないので広報誌に載せてほしいといっ

た意見もあります。ただ、広報誌に掲載する

スペースが無いので、ごみだけの広報誌を

配ることで市民にお知らせしていきたいと

思います。 

 

新和 

中学校区 

年一回、１１月の下旬か１２月上旬

に新和地区の公民館まつりが体育文

化交流センター体育館で行っている

ので、良い機会だと思う。ご婦人方の

参考にさせていただきます。公民館まつ

りで、衣類回収ボックス、小型家電回収ボッ

クスを使用するもの良いかと思います。 
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工作、小学生の絵、習字、安全協会の

事故の写真パネル展示等がある。ま

た、人も結構集まる。２日間あるので、

そういった機会に一緒にやるのはど

うか。子どもたちも来るし、親も来る。 

北辰 

中学校区 

農村部では田畑に行く途中で、よそ

の区域にポイ捨てする。誰かが整理し

なければならない問題が発生する。有

料化にしたからといって不法投棄や

得体のしれないごみが無くなる訳で

はない。町会ではごみの推進員が整理

して、適正に排出している。有料化に

よって、この問題は解消されるのか。 

以前から他地区の人が通勤途中で投棄し

たり、同じ町会でも分別区分、収集日を守ら

なかったり、集積所以外へ不法投棄したり

といった事は今までも問題になっていま

す。実態として市内全域でも多く、推進員の

みなさんにも非常にご苦労いただいている

状況です。市が収集しない物が出された場

合、基本的には集積所の管理者が処分する

ことになっています。集積所に置きっぱな

しになっていることについては、１か月～

２か月様子を見た後、最終的に市が回収し

ている状況です。市がすぐに収集してしま

うと、全て市が収集しなければならなくな

る懸念もあります。市指導員が市内集積所

６，０００か所のパトロールを行っている

状況です。有料化とは別に不適正排出、不法

投棄への対策は推進員制度の見直しや、パ

トロールの強化が必要です。他自治体では

市の職員が集積所での指導、監視カメラの

設置などの取り組みを行っているところも

あり、今以上に対策を強化していかなけれ

ばなりません。 

北辰 

中学校区 

分別して再度排出するまで面倒を

見るまでは理解できるが、有料化にな

った場合は誰が負担するのか。推進員

が自分で袋を購入するのか、または町

会が負担するのか。お金まで負担させ

るのは考えられない。まだ決まってい

ない事だと思うが、個人や町会の負担

にならないような体制を作らないと

長続きしないと思う。 

推進員の方に月５００円という少ない金

額で活動していただいています。他自治体

では、例えば町会に年額２、３万円を協力金

として支払っており、その中で推進員の活

動費や集積所の管理にかかる費用を賄って

います。そういった事を参考にしながら制

度の見直しを考えています。仮に市で有料

袋を導入する場合は、ボランティアで出た

ごみ等は対象外とするなどの検討が必要で

す。町会の負担にはならない制度にしたい

と思います。 
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北辰 

中学校区 

カメラを付ければ良いという話も

あったが、電源をどうするのか、カメ

ラは誰が買うのかといった具体的な

ものがない。町会に丸投げしてはダメ

だと思う。費用も併せて考えなければ

ならない。 

市の予算でカメラを数台購入しており、

性能も良く電池で数週間稼働する。協力頂

ける町会や土地所有者と一緒に進めたいと

思います。今後、カメラを設置するときに町

会に丸投げといったことは無いようにした

いと思います。不法投棄は犯罪だというこ

とを解らせるような、広報周知も進めてい

きたいです。 

北辰 

中学校区 

推進員をやっており、担当が２ヶ所

ある。新聞、ダンボール等の資源ごみ

が少なく、燃やせるごみが多い。緑の

袋だけでなく、スーパーの白い袋もあ

る。ペットボトルは洗ってフタを取る

ように書いて指導している。私自身

は、ペットボトル、プラスチックは買

い物時に出している。燃やせるごみ

は、新聞に包んで出しているが、良く

ないのか。 

本当は新聞に出していただくのが良い

が、生ごみの水きりということであれば問

題ありません。台所の三角コーナーで水き

りしてから、そのまま袋に入れて出してい

ただくのが望ましいです。ダンボール、ビ

ン、カン等は再生資源回収運動に出されて

いるのが多いと思います。ペットボトルも

再生資源回収の対象に出来ないか検討中で

す。スーパーの回収ボックスに出して頂く

と、当市のごみの量にカウントされません

ので、再生資源回収や民間回収に出してい

ただくと市としては助かります。いろんな

回収先があるということも周知していきた

いと思います。 

北辰 

中学校区 

亀甲町や紺屋町はダンボールにご

みを入れて出している。集積所がな

く、カラス対策だと思うが、それも燃

やせるごみになるのか。あるスーパー

では１００～２００箱ものダンボー

ルを積んでいるが夕方には無くなっ

ている。ごみ出し用に使っていると思

うが、それは良いのか。 

町会で斡旋している緑の袋を推奨してい

るが、それでなければ収集しないわけでは

ありません。また、毎戸収集地区でダンボー

ルに入れて出している実態もあります。ス

ーパーの袋や、米袋、肥料袋でも収集してい

る現状です。指定袋が決まっていないのは、

ごみが出しやすい状況であります。青森市

では昨年から指定袋を決めてやっていま

す。全国の９割は袋が指定されています。ダ

ンボールは本来リサイクルに回せるので、

毎回燃やせるごみに出すのは良くない状況

です。集積所が無いという状況もあるので、

市では折りたたみ収納枠を試験的に導入し

ています。毎戸収集が何世帯か集まって使

用していただけると、カラス対策、ダンボー

ル対策にもなるので進めていきたいです。 
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北辰 

中学校区 

資源ごみは多くても良いのではな

いか。 

燃やせるごみの中にダンボールやリサイ

クル可能な古紙類が入ったまま排出されて

います。これを分別して資源ごみとして出

してもらうが、総量は変わりません。市民の

方にリサイクルをお願いしてきたが、この

状況だとリサイクル率は上がるが、減量に

はなりません。市の周知も至らない部分も

あり、リサイクルすれば減量になると市民

の方は思われています。意見交換会でも、リ

サイクルすれば減量になると思っていたと

いう意見も非常に多いです。燃やせるごみ

の部分で、水きりや食べ残しを出さないと

いったごみを発生させないことで初めてご

みが減少します。また、スーパーの回収ボッ

クスに出していただくと、市のごみの量に

カウントされません。再生資源回収で集め

たものは、リサイクルはされているが市の

ごみの量にはカウントされます。そういっ

た具体的な説明も伝わっていなかったと思

うので、今後は広報等で説明していきたい

と思います。 

北辰 

中学校区 

有料化実施の目途はいつになるの

か。 

決定事項は無いが、他自治体を見ると有

料化実施までの期間は条例改正、説明会含

めると約２年かかります。意見交換会で出

された意見も内部で検討する時間も必要

で、意見交換会が終了してすぐ決まるとは

ならないと思います。 

北辰 

中学校区 

人口が７、８年で約１万人減少して

いる。県外就職による人口流出、空き

家増加、生活保護世帯の増加等、今後

の弘前が心配である。また、市役所職

員の削減、再任用の増加、指定管理で

の財産管理といったことは全て経費

節約である。人口・世帯減少で税収が

減る。国保料を高くしないといけない

と検討しても進まない。人を減らし、

仕事は安い所に委託する。こういった

バランスからごみの有料化は必然的

前提として有料化は決まっていません。

町会連合会が販売するごみ袋収益も把握し

ています。現在町会連合会で扱っている袋

が１枚８円程度。他の自治体では手数料を

含まない指定袋であっても、袋への印刷や

破れにくい厚さのものと規格が決められる

ことから１枚１５円程度です。町会連合会

で販売することも可能だが、町会連合会だ

けで独占販売ということではありません。

市民の利便性といったことから、スーパー、

コンビニで販売を考える中では町会連合会
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にやらざるを得ないと思う。今までは

町会連合会で袋の斡旋を行ってきて

いるが、袋を扱うのはどこの課で、ど

ういった売買の仕方、収益を考えてい

るのか。今まで町会連合会にポリ袋の

販売を委託して特別会計で管理して

いる。町会連合会は約２，０００万円

で運用している。弘前市からは１，５

００万円の補助を受けている。本来、

市でやらなければいけない業務を請

け負っている。内３００万円は保健衛

生委員会等への支出として指定され

ている。一般会計で運用できるのは

１，２００万円となる。ごみ袋で年間

約１８０万円の収益がある。全体運用

２，０００万円のうちの１８０万円と

約１０％近い収益があり、運用に反映

されている。有料化によって、町会連

合会でごみ袋の販売をやらない場合、

１８０万円の収益が見込めなくなる

等いろんな事が想定される。旧弘前市

で町会連合会が行う事業において、広

報等の配布にかかる実費を分析した

結果、約１億円の試算となった。合併

後の岩木町、相馬村の雑務を含めると

１億５，０００万円にもなる。運用費

１，２００万円という金額は貢献度か

らいくと、１０％にも満たない。人件

費等を上げないと各町会は四苦八苦

である。町会長の手当は、１か月に１

万円も付かない。農作業に行くと１日

６，０００円の賃金なので２日で手当

を上回る。そういった実態でやってい

る。ごみ袋３０円～４５円とあるが、

どういった売買の仕方をするのか、町

会連合会と縁を切るのか。見通しをお

聞きしたい。 

 

での販売も可能と思います。ただ、今までは

町会連合会斡旋のごみ袋を使用して下さい

としているが、そのままの形で実施できる

かは不明です。また、有料化実施によって手

数料徴収事務が発生するとなると、大量の

数を扱うため、他自治体では専門の業者に

委託しています。各業者が業務を請け負う

中で、町会連合会も参加するのであれば、そ

れを妨げるものでもありません。他自治体

ではシステムを使い、大量に扱っているた

め事務作業も多いです。こうしたことから

今後、町会連合会で扱うのは難しいと思わ

れます。ごみの日程表を配ってもらうなど、

お金にすると何百万とかかるところを町会

にお願いしています。本来お金に換算すれ

ば全然足りないという事を強いているの

は、ごみの部門だけでなく市全体の事でも

あります。ありとあらゆる部門から配布や

動員にお金が足りない状況では動きにくい

部分もあります。 
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北辰 

中学校区 

有料化になった時点では、１８０万

円の収益は期待できないと思う。市全

体の総会でも発言している。市と地域

の町会とは運命共同体であり、協力し

ていかなければならない関係である。

１，２００万円の補助金は決して大き

な額ではない。全体の１０％にも満た

ない額なので、倍の２，４００万円で

もお願いしたい。市会議員の年収は５

００万円～６００万円で、市会議員を

２人削減すれば、１，２００万円財源

が出る。２人ぐらい減らしてでも、町

会連合会にあと１，２００万円倍増す

る勇気は無いのか。そうしないと、地

域の町会が詰ってしまう。ごみだけで

なく全体の連動、関係性を見据え、地

域が有利になるような制度構築をお

願いする。 

 未回答 

北辰 

中学校区 

今現在、緑の袋を使用しているのは

半分ぐらいか。 

実数での割合は不明です。緑の袋も町会

斡旋のものと、スーパーで売っているもの

もあります。集積所によっては緑袋が多い

ところもあれば、少ないところもあります。

町会の組織率が高い地区は緑の袋が多いと

思います。 

北辰 

中学校区 

指定袋から始める考えはあるか。 意見交換会の中で、ルールが決まってい

ないことが問題ではないかといった意見も

多いです。指定袋を決めるだけでも変わる

のではないかといった意見もあります。青

森市は２８年度から始めた結果、非常に効

果も出ています。みなさん懸念されている

指定袋以外の排出についても、市職員が毎

朝、集積所に立って指導しています。予想よ

りはルールを守っているとのことで話を伺

いました。指定袋を決めても、決めなくても

全く分別しない方は一定数いるので、そう

いった方への対策は考えないといけませ

ん。まだ、方針は決まっていないので、具体

的な話はできないが、まずは指定袋導入も
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含め、不法投棄対策、不適正排出対策といっ

たルールづくりを行っていくことが大事で

す。指定袋から始める可能性も無いわけで

はありません。 

北辰 

中学校区 

最初から有料化ありきと感じる。有

料化するために説明に回っているの

か。もっと簡単に説明してほしい。自

分たちには理解できない。 

有料化実施のための説明、意見交換会だ

と多く意見いただきます。昨年９月に当市

のごみを減らすためには、有料化が有効で

あるといった答申を頂きました。審議会か

ら答申を貰うと、そのまま役所が実行する

ような流れが一般的であります。昨年１１

月に意見交換会を行ったところ、ご意見あ

ったように、答申内容をそのまま実行する

説明会なのかといった意見が多くありまし

た。また、１２月議会の一般質問でも、多く

の議員から有料化の質問があり、市民のみ

なさんの意見を聞きながら考えていくと答

弁しました。それを受けて１月末から４月

末まで市内中学校区で意見交換会を行うこ

ととしています。その後に市の方針をみな

さんにお知らせします。こうしたことから、

有料化ありきの意見交換会ということでは

ありません。 

北辰 

中学校区 

資料を見るとなぜ弘前市だけがこ

んなにごみが多いのか。前はスーパー

でもばら売りだったが今はほとんど、

かさばるプラスチック容器で売って

いる。どこの県も同じだと思うが、資

料をみると弘前の人だけが消費して

いるように思える。都会の方がもっと

ごみが多いはずである。 

１人１日当たりのごみの量は総量を人口

と３６５日で割っているもので、全国のご

み量を比べるものです。その中で家から出

る家庭系ごみ、商店、事業所から出る事業系

ごみを足したもので全国の順番で比べま

す。家庭から出るごみは全国平均の１．１５

倍、農業、病院、役所といった事業所から出

るごみは全国平均の１．８５倍です。ごみが

多いのは自宅から出るごみだと思われる

が、家庭系と事業系を足したものが多い状

況です。事業系ごみは全国と比べても２倍

近く排出されていることもあり、県内４０

市町村中、４０位となっています。平成１２

年以前は、燃やせるごみ、燃やせないごみ、

大型ごみの３分別で、その後１２分別にな

ったが、ごみの量は当市だけ１５年間横ば
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いで推移しています。全国的にごみの量が

右肩下がりだが当市だけ横ばいなのはなぜ

かといことで分析しました。分別は進んで

いるが、燃やせるごみが多く、特に生ごみが

多かったです。生ごみが多い理由は食べ残

しや、水切りが不十分なことにあります。ま

た、意見あったように、紙類は燃やせるので

そのまま燃やせるごみに入れている状況で

す。作りすぎによる食べ残しの廃棄や、消費

期限の過ぎた手つかずの食品の廃棄も多い

です。当市は町会斡旋の緑袋を使っている

が、スーパーの袋や、肥料袋、米袋、ダンボ

ールでも収集している状況です。ごみが出

しやすい状況であることからごみの量も多

いです。青森市では昨年４月から袋を決め

ており、近隣市町村も袋は決まっています。

こうした袋を決めていないのも多い原因だ

と思われます。ただし、青森市は袋を決めて

いるが手数料は取っていないので有料化で

はありません。 

北辰 

中学校区 

この地区ではある程度ごみは厳し

くしている。廃棄物減量等推進員制度

が始まった頃はごみを開けて調べた

りしていた。最近、分別は良くなって

いる。 

推進員のみなさんにご苦労いただき、分

別は進んでいます。ただ、分別してもごみの

減量にはなりません。資料１５ページの一

番上のグラフの黄色部分にダンボール等が

含まれています。まずはこれを分別しても

らうと資源ごみになります。しかし、ごみの

量は減りません。１２分別が始まって、分別

を推進すればごみが減ると思っている市民

が非常に多いです。燃やせるごみの部分で、

水切りや食べきり、要らないものを買わな

いといった取り組みで初めてごみが減りま

す。分別の指導については、協力いただいて

いるが、当市のごみ袋が決まっていないた

めに袋の指導までは出来ません。 

北辰 

中学校区 

当初、名前を記載する話もあった

が、様々な問題があることから、班の

番号を記載している。町会の人は誰の

ごみか分かるが町外の人は分からな

他から持ち込んで来たり、何も記入しな

かったり、通勤途中に投棄していったりと

いったことも多いと思います。高杉は集積

ボックスを設置してカラスの被害は少ない



- 64 - 

 

中学校区 市民からの質問・意見等 市の回答 

い。 と思います。街中では集積所の場所も無く、

自宅の前に出しているところではダンボー

ルに入れている場合もあります。高杉地区

であれば集積ボックスがあるのでダンボー

ルで出した場合は収集しません。道路端の

集積所に他市町村から通勤途中に投棄され

る事が市内全域で発生しており、町会、推進

員にはご苦労頂いています。 

北辰 

中学校区 

ごみの有料化になれば、問題が起き

てくるのではないか。埼玉では各家庭

に青いポリ箱があり、生ごみを入れて

堆肥にしている。市で補助しているコ

ンポストを畑で試したがネズミが付

き、２、３本の樹の根が食害にあった。 

庭、畑があるところはコンポスト設置し

ている方が多いです。降雪地帯なので冬期

間は出来ない、ねずみ、虫が付くといったこ

とがあります。また、家の中や小屋、車庫で

使える電動生ごみ処理機、ダンボールで作

るコンポストは全国的に普及しています。

当市でも、電動生ごみ処理機の購入補助を

検討しています。コンポストは生ごみの量

がだいぶ減るので有効です。 

北辰 

中学校区 

最近は燃やせるごみが多くなって

きた。スーパーでも大きなカップや箱

に入っている。今の若い人は賞味期限

が過ぎると捨ててしまう。昨日までだ

からといって、食べられない訳ではな

い。 

スーパーによっては消費期限近くても見

切り品として、安く売っています。市内の集

積所から持ってきたごみを開けて調査して

いるが、手つかずの食品が多く入っていま

す。 

北辰 

中学校区 

去年、新聞で賞味期限が近いものを

安く売っている記事を見た。賞味期限

が１日、２日切れても害はない。もっ

と食べさせても良いと思う。 

積極的に進めることはできません。宴会

場で余った料理を持ち帰って体調を崩した

責任の関係で持ち帰りは禁止にしている飲

食店も多いです。全国的にも問題になって

おり、いろんな所で消費期限の見直しや、持

ち帰りの許容等の動きもあります。一番大

事なのが、使いきり、食べきり、水きりで

す。みなさんに周知していかなければなり

ません。 

北辰 

中学校区 

町会の総会等、人が来る際に説明し

てほしい。 

出前講座も申込みがあれば出向くが、今

後は町会の定例会等に積極的に説明に伺い

たいと思います。 

第一 

中学校区 

各家庭で町会連合会斡旋のごみ袋

を買っているか。町会の販売実績を見

緑の袋を使われていると思うが、これは

市の指定袋ではありません。あくまでも推
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ると１、２件で自分の名前しかないこ

ともある。有料化で１袋３８５円とか

５００円としているが買わない人が

出てくるとそれはどうするのか。袋を

買う人だけが高いお金を出して、袋を

買わない人はどうするのか。各家庭で

買わないとみんなに渡っていかない

と思う。 

奨袋です。コンビニの袋でも収集している

現状です。審議会の答申では、他の市町村と

同じく有料化をした場合は、指定袋を使用

しないと収集しないとしています。このこ

とから、買わざるを得ないことになります。

現在は大きいサイズがメインとなっている

が、例えば２０リットル、１０リットルとい

った小さいサイズを作って、小さいサイズ

に誘導することでごみ減量化を図るといっ

た意見も審議会で出ています。 

第一 

中学校区 

南大町ニュータウン町会で１３町

会が集まっている。他市に比べて弘前

市は遅れている。有料化することによ

って不法投棄が増えると思うがこれ

をどうやって防ぐのか。集積ボックス

も古くなり、補助を作って大きいのを

作ったが３０万円かかった。今でも町

会以外からごみが入っている。これが

有料化になると当然増えてくると思

う。岩木山の麓に投棄されるのではな

いか。今月の町会役員会でそういった

意見が出た。他市が先駆けてやってい

るので、弘前市も検討していると思う

が、対策は考えているか。 

審議会の中でも、不法投棄が増えるので

ないかといった議論があり、併行施策とし

て不法投棄対策をするよう意見が出されて

います。今現在も不法投棄に悩まされてい

る町会の意見も多数頂いています。有料化

を実施する、しないに関わらず早急に対策

を取らなければいけないと考えています。

具体的な方策としては、人員、頻度を増やし

てパトロールを行う、カメラの設置を検討

しなければなりません。他の自治体ではこ

うした取り組みを行っています。抜本的な

対策ですぐに結果を出せるものはないが、

地道な取り組みを増やして対策をしていま

す。我々が、調査研究している自治体では対

策をしていることもあるかと思うが、有料

化実施後、不法投棄件数は増えていないと

伺っています。 

第一 

中学校区 

カメラ設置は現実的に対応できる

のか。 

私有地や山の中など、捨てられやすい場

所への監視カメラや看板の個数を増やして

設置しているのは他自治体でやられていま

す。 

第一 

中学校区 

単独の町会で申請した場合、補助金

はあるのか。どこまで考えているの

か。 

具体的には設置に要する補助という方法

や、設置費用については不明だが、カメラを

数十台用意し各町会へ貸し出すといった方

法もあります。現在、集積所の管理が町会と

いう事で、不法投棄に関して町会で解決し

て下さいとしているが、先進自治体では一
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歩踏み込んだ対応をしています。日常の集

積所のトラブルで町会の方が悩まされてい

るのを感じているので、有料化の有無に関

わらず早急にやらないと市民の方にも納得

していただけないと思います。 

第一 

中学校区 

長野県が一番良いということだが、

意識、啓蒙の問題かと思う。長野県の

取り組み方も知りたい。 

資料６ページに人口規模、産業構造の類

似する自治体のごみの量を載せています。

家庭系ごみ、事業系ごみの合計値であるが、

平成２６年度実績で成績が良くありませ

ん。上位は長野県が続いています。長野県の

取り組みも研究しているが、以前から周知

啓発に取り組んでいます。また、子どもたち

に対する環境教育や、電動式生ごみ処理機

の補助を行っています。生ごみ処理機の補

助は長野県以外の大部分でも行っていま

す。生ごみを減らす取り組みを当市でも行

っていかなければならないと考えていま

す。 

第一 

中学校区 

電動生ごみ処理機の補助は各家庭

に対してのものか。金額はどれくらい

か。 

例えば５万円程度の機械に対して２万円

程度補助するといった取り組みを行ってい

る自治体が多くなっています。 

第一 

中学校区 

推進員をやっているが、一番心配な

のは、町会に加入していない人のごみ

をどうするかということである。現在

は、スーパーの袋でもダンボールでも

収集する。今後、有料化になった場合、

町会にも入っていない人がごみ袋を

買うとは思えない。アパートに住んで

いる人は町会にも入っていないし、町

会斡旋のごみ袋も買っていない。アパ

ートの経営者にも意見交換会に来て

もらって、ごみに対して考えてもらう

ことが必要である。町会以外の人に注

意するとケンカになる。自分たちは税

金を払っているのに何故ごみを出せ

ないのかという態度で来る。何のため

に、毎回指導しているのかわからな

ごみに関心、興味を持って取り組みされ

ているのは市全体の３割程度だと思いま

す。ごみの全体量を減らしていくためには、

関心のない市民にいかに徹底させるかが大

事です。集積所のトラブルに関しては、市に

相談いただければ担当から当事者に働きか

けることもあります。仮に指定の袋でルー

ルを守らない人がいた場合は、第一段階で

は収集しません。それでもルールを守らな

いのであれば、担当から個別に訪問してお

願いするなど現場に足を運んで対応しなけ

ればいけないと考えております。 
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い。昼の２時頃に持ってきたりする。

町内に入っていない人を市はどう思

っているのか。町会費も払わない、回

覧板も見ない人が有料袋を買うはず

がない。 

第一 

中学校区 

アパートオーナーに行政から通知

するとういことはあるのか。 

第一段階としては黄色のステッカーを貼

って周知するが、それでも守らない人は結

構います。そうした方には不動産会社を通

して写真等添付して状況を通知していま

す。 

第一 

中学校区 

現在、有料化されていないのでスー

パーの袋でもなんでも良い。今後、有

料化された場合には確実に指定の袋

でなければならない。町会で売るのと

スーパーで売る値段は同じでなけれ

ば、有料化に出来ないのではないか。 

町会連合会で作っている袋は、推奨して

いるだけです。今後、有料化や指定袋になっ

た場合は町会連の袋は無くなります。市が

袋の規格を指定して業者が製造することに

なります。袋を買う場所がスーパーや町会

連ということになるかもしれません。町会

連が売るかどうかはまだわかりません。指

定の袋は町会連の袋ではないので、勘違い

しないようにしていただきたいです。有料

化になった場合は指定した袋に手数料を上

乗せしてスーパーなどで売ってもらうこと

になると思います。単純に袋の値段は上が

ります。町会連で売っている袋は、袋の値段

に町会連の手数料が入っています。今後、町

会連がどうするか市は関知しません。 

第一 

中学校区 

町会が高齢化して、町会長を引き受

ける人が居なくなっている。町会が無

くなったという話も聞く。町会が無い

場合はどうなっているのか。また、不

法投棄の定義はどうなっているのか。 

他の町会の人が、自分の集積所以外にご

みを出した場合は不法投棄となります。通

常の集積所にごみを出すが、収集日を守ら

ないとか分別がされていない場合は不適正

排出となります。不法投棄はごみを出して

良い場所に出しているかどうかになりま

す。他の町会の人が別の集積所に出すこと

や、山や川に捨てるといった、本来、ごみを

出してはいけないところに捨てるのは不法

投棄となります。また、通常のごみ集積所に

出すが、ペットボトルのフタを外していな

いなどは不適正排出となります。不法投棄
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は罰則、検挙があるが、不適正排出は罰則が

ありません。町会を廃止した、新しい住宅地

で住民が少ないといったことで町会を作っ

ていないところなどがあります。新規の毎

戸収集は認めていないため、現在住んでい

る人だけで集積所を作っていただき、代表

を決めて申請してもらっています。町会に

加入していない人は、加入していない人た

ちで集積所を作ってもらうようお願いして

います。 

第一 

中学校区 

町会から外れる人もいるが、その人

にごみを出すなとは言えない。貸家、

アパートに住んでいる人へ広報、ごみ

カレンダー配布の際、町会加入のチラ

シも入れている。収集日以外に出され

たびんがずっと置いてあり、仕方なく

持ってきたり、ペットボトルのフタを

外すよう看板付けても守らない。袋に

ついて、むつ市ではスーパーなどで４

０円で売っている。弘前市近辺で有料

袋をやっているところはあるのか。青

森市でやっていると聞いたことがあ

る。 

指定袋と有料化と２パターンある。指定

袋は袋の製造費のみをいただくもので、青

森市では指定袋１枚１５円程度です。有料

化は弘前近辺で、黒石市、平川市、大鰐町、

板柳町など周辺はほとんど有料化していま

す。一番高いところで、黒石市が１枚６０円

で、大鰐町が４５円、平川市が３０円となっ

ています。指定袋の値段に、市に入る手数料

を加えた額になるので高くなります。 

第一 

中学校区 

袋に名前を書いているのか。 自治体によって異なります。小さな自治

体では記名を強制しているところもありま

す。他自治体をみると記入欄だけは設けて

いるが、記名するかどうかは町会に任せて

います。マンションなどでは部屋番号を記

入したり、町会の班番号を記入したり、いろ

んなパターンでやっています。仮に有料化

になった場合は記入について別途伺いたい

と思います。 

第一 

中学校区 

町内に住んでいながら、町会から抜

けたいという人はどう扱えば良いの

か。 

町会に必ず入るよう強制する事は難しい

です。しかし、町会がなければ市の運営が成

り立たないのは承知しています。町会加入

の重要性を他の課と連携して、周知してい

く必要があります。また、ごみに関して興味
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のない大部分の人に、いかに知ってもらう

かが課題です。町会行事の際に市から伺う

といったことも強化していかなければなら

ないと考えています。 

 

第一 

中学校区 

現在、推奨袋があるが、有料化の前

に指定袋からの実施の考えはあるの

か。 

審議会からは、経済的負担による動機付

けでごみの減量を図ることや、ごみに関心

のない方にも関心を持ってもらうには、有

料化の方法もとらなければならないのでは

ないかといった意見を頂いています。意見

交換会でも、有料化の前にまずはやれる事

をやってからという意見もあります。意見

をまとめて、総合的に判断します。 

第一 

中学校区 

弘前が特にごみの量が多いですが、

青森や八戸と比べても特別豊かな生

活をしているわけではないと思いま

すが、なぜ弘前が多いのでしょうか。 

例えば、青森市では有料化ではなく、指定

袋制度というのを実施しておりダンボール

でのごみ出し等は回収していません。そし

て八戸市はさらに有料化をしており、袋の

金額に手数料というのが上乗せされていま

す。当市は、現状は緑の推奨の袋はあります

が、カラス対策にダンボールで出される方

もたくさんいます。本来、ダンボールは資源

となり、ごみということにはならないです

が、燃やせるごみということで回収されて

います。他には市の責任でもありますが、周

知啓発というのも取り組みが遅れていたと

いうこともあります。それにより市民の意

識も低く、先程説明したアンケートのよう

に、分別する必要性を感じないとかがあり、

意識啓発が不足していたと感じておりま

す。 

第一 

中学校区 

指定袋にしたとしても、ごみという

のは出るものなので、それで減るもの

なのかと思います。後、分別をしても

リサイクル率が上がるだけで、総量は

変わらないということなんですね。 

確かに今言われたとおり、燃やせるごみ

に捨てられているダンボールやリサイクル

できるものを分別しただけでは単純に資源

ごみに回るだけですが、まずはリサイクル

を推進するのも目的のひとつです。そして、

もうひとつ燃やせるごみに含まれている水

分を３キリ運動したり、ライフスタイルの



- 70 - 

 

中学校区 市民からの質問・意見等 市の回答 

見直しということで、本当に必要なものな

のか、ごみになってしまわないかという意

識付けを図っていきたいと思います。その

ために、何が有効なのかということをみな

さんに意見を聞きながら取り組みを考えて

いるところです。 

第一 

中学校区 

一時期、コンポストの話があったと

思いますが、どうでしょうか。 

堆肥化についてだと思いますが、当市で

はモデル事業として実施していました。出

前講座でもダンボールコンポストについて

市民に説明したり、町会連合会を通じて補

助もしています。生ごみの堆肥化は、生ごみ

を減らすことは勿論、自然に帰すというこ

とで取り組みをどんどんやっていこうと考

えています。また、他の自治体でも堆肥化に

ついては熱心にやられており、当市ではや

っていません。電動の生ごみ処理機という

のが５～６万円でありますが、これに対し

補助をしていくとか全国的にやられている

ことなので検討していきたいと思っていま

す。 

第一 

中学校区 

大町町会ですが、私たちの町会はお

金を負担することには慣れています。

例えば道路維持課による融雪ですが、

市が半分、町会が半分ということで電

気代が１，０００円かかるとすれば５

００円負担している。知っていると思

いますが、大町は固定資産税が一番高

い。我々は区画整理で土地を出してお

り、協力しているということでちょっ

と他から見ると態度が大きいかもし

れない。ごみの負担については今まで

はなかったが、高い固定資産税を払っ

ているので全部というのは馴染まな

い。また、土地を出して大変だという

ことで毎戸収集をさせてもらってい

るが、いつまでもそれに甘えているわ

けにはいかないとも思ってはいる。 

市民１人当たりのごみ処理原価は約１

８，０００円ですが、有料化した場合の大ま

かな市民１人当たりの負担は答申での内容

ですと約２，０００円となります。あくま

で、ごみ処理費用を賄う目的というよりは、

ごみ処理費用の一部を負担してもらうこと

によって、関心をもってもらい減らしてい

こうという意識付けをしてもらいたいで

す。そして、いただいたお金は環境施策に利

用してもらいたいということもあり、例え

ば収納枠の補助等に活用し、ごみの減量・資

源化に繋げていきたいと思います。 
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第一 

中学校区 

ごみ処理費用についてですが、中間

処理費用が一番かかっていますが、油

代とかなのでしょうか。 

確かに焼却に一番お金がかかっておりま

す。他には、容器包装を分別したり、資源化

するのにもお金がかかっております。油も

そうですけど、施設そのものの建設費だと

か施設を維持するのにお金がかかっていま

す。今の重油については変動費ですけど、割

合的には３割ぐらいです。なので、ごみを減

らす目的として、施設の立替をするときに

できるだけ小さいものを作れればそれだけ

市民の負担が減るということになります。 

第一 

中学校区 

今の弘前市の埋立処分場はあとど

れくらい持つのでしょうか。 

現在、弘前市に埋立処分場は２ヶ所あり

ます。ひとつは十腰内、もうひとつは常盤野

にありまして、大きさは十腰内の方が圧倒

的に大きいです。常盤野の処分場の容量は

いっぱいに近づいています。十腰内の方に

ついては、既存の場所がいっぱいなので新

しい区画を作りまして、今年の１０月から

供用開始予定で、基本的には１５年使うの

を想定しております。 

第一 

中学校区 

有料化についてはわかりましたが、

３キリとかについてはどうやって周

知する予定ですか。 

やはり意識付けというのが一番大事で、

意識付けがうまくいけばごみは減るのでは

ないかと考えています。周知については、広

報誌やイベント、ラジオ等情報発信はして

いますけど、まだまだ時間はかかるのかな

と考えております。今後は、それだけではな

く、ごみに特化した広報誌を毎戸配布する

ようなことを考えております。また、各町会

から大学生のごみ出しが良くないとか意見

をいただいておりますので、スマートフォ

ンにごみ出しのカレンダーや分別を盛り込

んだアプリを作成し周知していきたいと考

えております。後は、出前講座というのも行

っていますが、申請がないと行けないので、

町会の集まりがあれば、こちらから出向い

て周知をしていければと思います。 

第一 

中学校区 

事業系ごみというものも市が集め

ているのですか。 

事業系ごみとは、事業所・商店・病院・役

所等から出ているものです。そして、事業系
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ごみは一般廃棄物と産業廃棄物に分けられ

ていて、例えばプラスチックとか金属等に

ついては産業廃棄物ということで、弘前の

処理施設で処理すべきものではなくて、き

ちんと許可の持った民間の施設などで処理

してもらうことになっています。その他の

生ごみ等の一般廃棄物については、市の方

で処理しています。収集運搬について家庭

から出るごみについては、市が委託してい

る業者が集積所から回収してごみ処理施設

に持って来ています。事業系のごみついて

は、家庭系のごみの集積所には出せなくて、

市で許可を出している収集運搬業者が幾つ

かありますが、ここと契約をして収集して

もらい、ごみ処理施設に持っていくか自分

で持っていくことになります。 

東目屋 

中学校区 

事業系ごみが多い理由はわかって

いるのか。 

事業系のごみは、全国平均の約２倍の排

出量になっています。ここでの事業系のご

みとは燃やせるごみ等の一般廃棄物のこと

で、他の産業廃棄物については業者の方に

お願いをしているため、このごみの量には

カウントしていません。理由については、２

７年度に持ちこまれたごみを開けて見てみ

た所、リサイクルできるダンボールや、書類

などの紙類が極端な場合だと半分以上あっ

たりとしたため、これらがリサイクルに回

ればごみが減るのではないかということ

で、２８年度からはリサイクル可能な古紙

類の受入を制限しました。また、こういった

取り組みや事業所訪問などを行って、２割

ぐらいのごみの減量に繋がりました。事業

者が一般廃棄物と産業廃棄物の違いがわか

っていなかったり、何でも燃やせるごみに

入れていたというのもわかってきたので、

周知等取り組みを続けていきたいと思いま

す。 

東目屋 

中学校区 

１２分別していたときと今の９分

別で排出量はどうかわったのか。 

分別の方は進んでおり、資源物として排

出している量は他からみても決して少なく
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はありません。ただ、分別イコール減量では

なく、リサイクル率は増えていますが、減量

するためにはそもそもごみを出さないよう

なことが必要です。例えば、生ごみを減ら

す、水キリをしたり、食べ残しを出さないよ

うにすることが大事です。今後はただ分別

を進めるだけではなくて、こういったこと

も周知していきたいと思います。１２分別

から９分別になったことでの排出量の変化

については、これで増減したというのは直

接的な要素にはなっていないと思います。 

東目屋 

中学校区 

類似の都市をみると弘前市が悪い

のはわかりますが、先進地とかを見て

これが違うなとかありますか。 

類似の自治体を載せていますが、当市の

ように農業が盛んで、都市部もあって学生

もたくさんいて、人口もあるような所は全

国的にも珍しい都市にはなっています。他

のところで何をやっているかといいます

と、先程説明したようなごみ袋を有料化し

ていて１枚５０円から６０円で売っている

ような自治体もあります。先進的に何かを

やっているというよりは、当市があまりに

もごみが出しやすい状況にあるので、多く

なっています。他の自治体では有料化は別

にして指定袋が決まっている所がほとんど

で、当市は推奨の緑色の袋はありますが、ダ

ンボールやスーパーのレジ袋とか麻袋とか

で出しても現状、極端に変なものが入って

いない限りは回収しています。他には、コン

ポストの補助や、資源回収運動の報奨金の

見直し、収集の見直し、生ごみだけ分けて回

収するとか様々な取り組みがありますが、

これをやれば減らせるということはなく、

排出量が少ない所は色んなことを以前から

やっていて、結果が出ています。他の自治体

が特別何かを頑張っているというよりは、

当市がごみを出しやすい環境なので多くな

っているのではないかと思います。 

東目屋 

中学校区 

ごみ出しの状況を見ると、緑の袋で

出している人は少なく、スーパーの袋

 未回答 
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やダンボールで出しているのが多く

見られる。今言われたとおり、出しや

すい環境だと思う。何でも燃やせるご

みに出して家から無くなればさっぱ

りしますよね。有料化をすれば、金が

かかるのでごみを出さないようにな

ると思った。 

東目屋 

中学校区 

川崎の方では、スーパーの袋で出し

ていたみたいですけど、その割にはご

みが少なかった。これは、生活水準が

関係あるのか個人のモラルの問題な

のか。 

都市部ではスーパーで白色トレイや新

聞、牛乳パック等の回収を設置していると

ころが多く、そういったところに市民の皆

さんが出してもらうと、スーパーが民間と

して独自にやっているということで市のご

みの量にはカウントされないです。単純に

市としてごみを減らすということであれ

ば、スーパーや民間の回収の方に出しても

らったり、ダンボール等も古紙を扱ってい

る業者でも回収しています。そういったと

ころに持ち込んでもらえると市の回収量に

はカウントされません。ただ、皆さん様々な

事情がありますので、今後は出し方でカウ

ントされる、されない方法をきちんと広報

や色んな場で周知していきたいと思いま

す。 

東目屋 

中学校区 

生活そのものがごみを出す仕組み

になっている。例えば納豆のからと

か、お菓子の袋も大袋だけではなく、

その中に小分けで袋に包まれていた

りする。国のレベルになるのかもしれ

ないが、生産事業者に何とかしてもら

わないといけないのではないか。 

国が事業者等に過剰包装を減らしていき

ましょうというのはもちろんあります。市

として何ができるかというと、スーパーで

ダンボールをマイバックの変わりに使って

下さいというのを、そのままごみ出しに使

うのをやめてもらうようにするために、リ

サイクルに出してください等の張り紙をお

願いしたり、マイバックを使ってもらうよ

うなお願いはしていきたいと思います。 

東目屋 

中学校区 

有料化に向けてのスケジュールに

ついてはどうなっているのでしょう

か。 

まずは４月まで意見交換会を行って、そ

の後方針を決めることになるが、すぐに有

料化ということにはならないです。他の自

治体の例からいくと、方針を出してから１

年半から２年程度かかっています。まずは
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市の方針を出します。 

第四 

中学校区 

なぜ、弘前市が他の市町村に比べ

て、家庭系ごみ、事業系ごみ共に多い

のか。分析はしているのか。 

要素は様々あるが、一番取り組みとして

行わなければいけないのは、周知啓発です。

みなさんに状況を説明して、なぜ、ごみを減

らさなければいけないかという情報提供の

取り組みが遅れていたのが一つの原因かと

思います。他の自治体と違うところは、有料

化を行っているところが多いです。更には

袋を決めて出してもらう、指定ごみ袋方式

を行っているところもあります。当市は緑

の袋を推奨袋として使用して頂いている

が、ダンボールでの排出でも収集している

といったルールが徹底されていないのも要

因の一つです。資料６ページのとおり、ごみ

排出量の少ない長野県では電動生ごみ処理

機の補助を行っているなど、生ごみ減量の

取り組みを強化しています。一つ一つの施

策を細かく行っており、当市でも取り組み

を進めて行きたいと考えています。 

第四 

中学校区 

家庭系、事業系ともに分別を徹底す

れば、まだまだごみが減らせる余裕が

あるのか。分別を徹底して、出来るだ

けごみの有料化は避けていただきた

い。 

結果的にリサイクルされるごみも当市の

ごみの量にカウントされています。イメー

ジ図を資料１５ページに掲載しています。

まずは、燃やせるごみに含まれる資源化可

能なごみを分別して、リサイクルを推進し

ます。分別をすることによって、ごみに対す

る意識が変わってきます。意識づけは大事

であり、結果減量に繋がります。また、物を

買う時にごみになるかを考えるといった、

ライフスタイルの見直しや、生ごみの水き

り、食材の使いきり、料理の食べきりといっ

た３きり運動を行うことでごみの発生自体

を減らすことが必要です。 

第四 

中学校区 

３市の中で一番収入の少ない弘前

市が、ごみが多いのは何故か、非常に

疑問に思う。排出量の算出の仕方が違

うのか。ごみの分別を徹底させて、紙

パックなどの拠点回収を増やしては

青森市は現在、指定袋で行っています。黄

色の袋を指定して、指定袋以外は収集しま

せん。袋のサイズも大小設定しており、小さ

い袋に誘導しています。袋の製造費のみを

市民に負担してもらっています。ごみも減
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どうか。有料化を行えば、ごみが少な

くなるという安易な考えでやらない

でほしい。子どもが多い世帯はごみが

多く収入が少ない。消費税と同じよう

に弱い者ほど多く納めなければなら

ない結果になる。また、一人暮らしは、

ごみがそれほど出ない。それを大きな

袋で出させて、３０円なり取るのは不

経済である。 

ってきているということで話を伺っていま

す。八戸市については十数年前からごみの

有料化を実施しています。指定袋の製造費

に手数料を更に上乗せして販売していま

す。ごみの量は全国平均に近い状況です。収

入の分析までは行っていないが、今後、分析

を進めたいと思います。拠点回収について

は、資源物を回収できる場所を設置できれ

ばと考えています。民間事業者でも行って

いるので、市民のみなさんがいつでも出せ

る状況を作りたいと検討しています。袋の

大きさについては、他自治体では何種類か

作っており、一番大きいのが４５リットル

サイズで、その他３０、２０、１０リットル

で主に４サイズとなっています。大きなサ

イズを使うより、小さいサイズを使うよう

に進めているとのことです。安易な考えで

の有料化の実施はさけてほしいという意見

については、今までの意見交換会でも同じ

ような意見を多数頂いています。袋を決め

て、指定袋からスタートする自治体もあれ

ば、有料化から始める自治体もあります。

様々なやり方があるので、みなさんの意見

を伺いながら総合的に判断し、方針を決め

たいと思います。 

第四 

中学校区 

有料化することによって、どれだけ

の収入になるのか。市民税を少し上げ

ることで済むのであれば、そちらの方

が貧困家庭にとっては良いのではな

いか。 

有料化が決まっていないので、試算はし

ていないが、答申の水準を基にすれば、市の

収入は約２億円となるのではないかと審議

会の中で意見として出されています。使途

としては更にごみを減らすための併行施策

に充てるよう意見が出ています。減免措置

について、基本的には無しということで答

申されています。しかしながら、意見交換会

で同じような意見を頂いているので、意見

を踏まえた方針決定になるかと思います。 

第四 

中学校区 

周りの市町村ではごみ袋に名前や

住所を記載しないと収集しないとこ

ろもあるようだが、弘前市で指定ごみ

青森市でも指定袋を開始しており、ごみ

袋に記入欄はあります。記入の有無は町会

毎に対応してもらっているとのことです。
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袋となった場合はどう扱うのか。マン

ション、アパートの集積ボックスをみ

ると分別されていない物が多く出さ

れている。業者が黄色のステッカーを

貼っていくが、最終的には収集してい

る。もっと厳しく取り扱っても良いの

ではないか。 

記入しなくても収集はするが、集積所の管

理は町会や集合住宅でやっているものなの

で、排出ルールは町会で作っています。人口

の少ない町村では記入させているところが

多いです。人口の多い市では記入している

ところが少ないのが実情です。指定袋につ

いても未だ何も決まっていないことから、

意見を伺いながら精査しなければならない

と思います。収集の仕方について、現在、分

別不十分なものは初回に黄色のステッカー

を貼って収集しません。ただ、長期的に放置

してしまうと集積所に置くスペースが無く

なるといった町会の意向も踏まえ、２～３

回目以降に収集しています。意見いただい

たように、収集してしまうと排出者のため

にならないことも承知しています。基本的

には１か月間置くこととしているが、意向

があるのであれば個別に対応することにな

ると思います。全市的にも長期的に放置す

るのはやめてほしいという意見が多いの

で、収集せざるを得ない状況です。 

第四 

中学校区 

弘前市近隣で有料化している市町

村はあるか。 

黒石市、平川市、大鰐町、板柳町、鶴田町、

鰺ヶ沢町、深浦町が有料化をしています。 

第四 

中学校区 

近隣から人が通勤してくるが、ごみ

も通勤してくる。ごみを弘前市に投棄

する。他から持ってきているごみと、

住民のごみと判別できるか。 

弘前市周辺から弘前市に働きに来ている

人は多いです。結果として、通勤途中に捨て

られていくことで町会からも苦情をいただ

いています。ごみを誰が出したかを全て追

及することは出来ないため、他から持ち込

まれたごみの量を把握するのは難しいで

す。こうした事例は、市の境目の町会から連

絡いただいています。市でも現場に出向き、

排出元が分るようなものがあれば直接指導

に伺っています。 

第四 

中学校区 

市営住宅で、転居する方は分別せず

に出して転居していく。こうした場合

の取り扱いはどうするのか。 

 

引っ越し時期のごみは、ひとつひとつ分

別できずにまとめて捨ててしまう事がよく

あります。今後は方法を検討します。 
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第四 

中学校区 

町会長兼市営住宅の管理者をやっ

ている。良心に基づき困ると思うもの

は分別しているが、この状況がいつま

で続くのか。推進員も誰もやってくれ

ないので、仕方なく町会長自らやらな

ければならない。週４日分別を点検し

て、それに対し指導を行うと文句を言

われる。喧嘩口論の元になるので直接

指導もできない。 

ごみの処分、管理に関して一生懸命やっ

ているにも関わらず、周りから良いように

言われないということは承知しています。

市のフォローが足りない部分だと感じてい

ます。意見交換会では地域にまかせっきり

になっていたごみの処理には限界が来てい

るのではないかということも伺いたい意図

もあります。具体的な解決策をすぐに出せ

る訳ではないが、町会の状況も分っていな

い部分もあり、こうした意見を伺えるのは

貴重です。口論の元になりそうな場合は環

境管理課に連絡下さるようお願いします。 

第四 

中学校区 

市営住宅の場合、所得が少ない人、

母子家庭、高齢者の貧困者といった人

だけになってしまった。母子家庭あた

りは、入居時は母子だが元旦那だか恋

人だかわからない人が一緒に荷物を

運んで、そのまま居る。母子家庭の場

合、本当に困るのは訳のわからない人

が週に何回か来て、帰る際に好き勝手

ごみを捨てていく。有料化になると不

法投棄の的になる。今現在でも大変で

あるのに、有料化になると市営住宅や

県営住宅、アパートなどの集積所に集

中して投棄されると思うが対策は考

えているのか。 

集積所の管理に関して、有料化を実施し

た場合は不法投棄が増加する懸念について

の意見は一番多いです。有料化実施につい

ては白紙状態であるが、他自治体では有料

化の収入を使って不法投棄対策を行ってい

ます。町会、地域にまかせっきりになってい

た部分を考えていかなければならないと思

います。 

第四 

中学校区 

現在のごみ袋の大きさは一人暮ら

しには大きすぎる。買い物時のレジ袋

に入れて出している。小さい袋を作っ

てほしい。 

小さい袋の需要もあることから、有料化

する、しないに関わらず、考えていかなけれ

ばならないと思います。 

第四 

中学校区 

弘前市で廃品回収を行っている割

合または団体数はいくらか。廃品回収

を増やせればごみが減ると思う。学校

でも回収を年２回行っているのを３

回に増やすと良い。アパートに住んで

いる人は溜めておくのが嫌なのです

ぐ捨ててしまう。 

再生資源回収運動の実績団体数は、町会

以外にも婦人会、ＰＴＡ等様々な団体があ

り、平成２７年度実績で１７８団体。その

内、町会単位は６６団体です。市全体で３３

０町会あるので、５分の１、２０％となりま

す。再生資源回収の課題として、今後団体数

を増やすことが難しいため、意見あったよ
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うに１団体あたりの実施回数を増やすこと

が必要です。中には１００万円程度の収入

を得ている町会もあります。先進的に取り

組んでいる団体の取り組みを紹介すること

も必要です。 

第四 

中学校区 

町会長にも宣伝して、回収を増やせ

るようお願いしてみてはどうか。マン

ションではやっているのか。やってい

ない場合は推奨してはどうか。自分の

町会は廃品回収の収入でごみ袋を買

って、町会の人に配布している。町会

の人はごみ袋を買ったことがない。３

３０町会に対し、６６町会、他団体を

入れても１７８団体では足りない。広

報、周知をしてほしい。 

 ご意見として承ります。 

第四 

中学校区 

ごみの有料化検討は弘前市のごみ

が多いということが原因なのか。 

ごみ施策について審議いただく場とし

て、弘前市廃棄物減量等推進審議会があり

ます。この会議の中で、弘前市のごみが多

く、市民一人一人が意識していかなければ

ならないのではないかという意見が出まし

た。意識させるためには、全国的にも導入が

進んでいる家庭系ごみの有料化の検討が必

要ではないかという経緯があります。 

第四 

中学校区 

家庭系ごみだけを見ると、県平均並

みではないか。 

県平均よりはいくらか多い状況です。当

市の課題は事業系ごみです。 

第四 

中学校区 

家庭系ごみの有料化は待つべきで

ある。まずは、事業系ごみをどうする

のかだと思う。 

平成２８年度から、事業系ごみの処分手

数料を倍にしています。紙ごみについても

処理施設には持ち込みできない方針を打ち

出しています。事業者からの苦情もあった

が、リサイクルに回してもらうようお願い

しています。まずは、事業系からという事で

我々も考えています。家庭系ごみも若干で

はあるが多いのも事実で、全国平均よりも

差があります。有料化ありきではなく、全国

的に導入されているのであれば検討が必要

であると審議会から意見が出されていま

す。 
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第四 

中学校区 

家庭系、事業系と分けているが、そ

の定義はなにか。大きな事業体の場合

や自宅で商店をやっている場合など、

事業系でも千差万別あると思う。事業

系のごみが多いのは、以前から企業、

事業所に訴えかけが出来ていなかっ

たのか。 

会社、病院、市役所など事業活動を行って

いる全てが事業系となります。店舗兼住宅

の場合は、店舗の部分は事業系として家庭

のごみとは分けて、事業系と家庭系の両方

に出していただきます。家庭系ごみは市で

収集するので、集積所に出すことが出来ま

す。事業系のごみは市で収集しないため、自

らごみ処理施設に持ち込むか弘前市が許可

しているごみ収集運搬業者に委託すること

になります。また、事業系ごみは一般廃棄物

と産業廃棄物に分けられます。産業廃棄物

であるプラスチックや金属は市の処理施設

で処理できません。事業者が処理できる施

設に持ち込むか業者に運んでもらうことに

なります。産業廃棄物に該当しない生ごみ

や紙ごみなどは市で処理できます。 

第四 

中学校区 

土手町商店街でも家庭系ごみが出

されているが、店舗から出たものが見

受けられる。市ではどういった指導を

しているのか。 

事業系ごみとして認識していない状態で

出されていることもあるかと思います。

我々の指導がされていなかったのは反省点

です。市の収集運搬業者と連携して、あきら

かに事業から出ているものがあれば報告い

ただいています。報告を受けて、事業所に直

接訪問や、電話で指導をさせていただいて

います。 

第四 

中学校区 

資料１７ページにごみを発生させ

ない取り組みとして、マイバックの持

参とある。先般、新聞でエコ事業所表

彰にスーパー名が載っていた。そのス

ーパーでは今以てレジ袋を出してい

るが、なぜ表彰になるのか。 

５つ程条件があります。条件をクリアす

る事業所については認定させていただく制

度です。ごみについては適正に処理してい

ることなどを条件としています。マイバッ

クについては、強制までは出来ないので、お

願いとして我々も働きかけをしています。

現状のエコストア、エコオフィスの条件に

該当していることから認定させていただき

ました。 

第四 

中学校区 

町内単位で資源回収しているとこ

ろもあれば、学校単位で資源回収して

いるところもある。ごみ減量になって

いるのか。 

ごみの排出量とリサイクル率の２つの指

標があります。再生資源回収をすると、今ま

で燃やせるごみに含まれていたものが、資

源ごみに移行するが全体の量は変わりませ
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ん。直接、減量にはならないが資源化に働き

ます。ごみを分別することで、燃やせるごみ

の内訳が見えてきます。ごみの「見える化」

が進むことによって、ごみ減量に間接的に

繋がります。 

第四 

中学校区 

小型家電について、燃やせないごみ

で出している。家電量販店で小型家電

回収しているがどちらでも良いのか。 

 

公共施設に小型家電回収ボックスを設置

していたが民間の施設の方が市民の利便性

が高いということで、市内スーパーや電気

屋にボックスを設置しています。１５セン

チメートル×２５センチメートルの投入口

から入るもので電源が繋がっているもので

あれば入れることができます。現状では燃

やせないごみに出しても、回収ボックスに

入れても良いです。どちらでも良いが、燃や

せないごみに出すとごみの排出量にカウン

トされ、リサイクル率も増えません。回収ボ

ックスはごみの排出量にはカウントされる

が、リサイクル率は高くなります。出来れば

ボックスを使っていただきたいです。回収

ボックスを使える人だけではないので、燃

やせないごみでも収集している現状です。 

第四 

中学校区 

ちり紙交換に出すと市のごみの量

にカウントされないとすれば、そちら

に出して下さいとすれば良いのでな

いか。 

ちり紙交換は市のごみの量にカウントさ

れないことになるので、使っていただいて

良いです。ちり紙交換、スーパーの店頭回収

はごみの排出量を減らすということで良い

です。また、市の行政収集に出すとリサイク

ル率が上がるのでどちらでも良いです。市

としては、燃やせるごみに紙類を混ぜるこ

とは避けていただきたいです。市の紙類収

集日に出すか、民間に出すか市民のみなさ

んが都合の良い方法を取っていただきたい

です。いろんな選択肢を示していかなけれ

ばならないと思います。スーパー等の店頭

回収が活発になってきたが本来、一般廃棄

物は市が処理しなければいけません。市が

処理する責任があるので、全て民間に放棄

する事はできません。 
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第四 

中学校区 

古着を出そうと思っているが、回収

の可否はどの程度か。 

基本は再使用です。東南アジア等で再度

着ることになるので、例えば下着や汚れた

ものは避けていただきたいです。再使用で

きないものが入っていた場合は、工業用の

雑巾になるので厳密でなくても良いです。

回収ボックスに記載されている品目が合っ

ていれば良いです。 

第四 

中学校区 

衣類回収ボックスに入った物もご

みにカウントされるのか。古着業者に

持ち込んだ方が良いのか。 

再使用なのでごみの量にカウントされま

せん。ボックスに入れても、古着業者に持ち

込んでも良いです。 

第四 

中学校区 

こうした仕組みは意見交換会に来

ないと理解できない。 

市民のみなさんが理解しないと取り組み

できないと思います。広報誌にも載せてい

るが紙面も限られているので、来年度はご

みに特化した広報を作成し、とにかく市民

のみなさんに知ってもらうことを一番に考

えて取り組んでいきたいと思います。 

常盤野 

中学校区 

有料化にした場合、袋を買わないで

出す場合はどうなるのでしょうか。 

有料化とは基本的には袋を決めまして、

その袋でなければ出すことは出来ず、回収

もされないです。有料化している自治体の

例を見ると、移行期間というのがあり、その

間に周知したりしています。市としても、有

料化になった場合には、こういった説明会

をまた実施する必要があると思っていま

す。 

常盤野 

中学校区 

地域の人が分別をしないで出す分

にはまだいいですが、我々観光地にな

りますと、通りすがりが多いです。で

すから、収集日に関係ない日にごみが

入っている。 

観光についてのごみについては、有料化

してもしていなくても起こる問題だと思い

ます。現状具体的にこれだという対策はあ

りませんが、そういう事情を踏まえながら、

観光サイドと協議しながら進めていきたい

と思います。 

常盤野 

中学校区 

ごみを持ち帰ろうという意識は高

くなっており、キャンプしたその場に

はないけれども、帰る途中の集積所に

入れている。それと、古紙とか廃品回

収事業はここでもやっていますが、旧

弘前市ではやっていますか。 

 

再生資源回収運動は、どこでもやってい

ますし、頑張っているところはかなりの金

額をもらっています。 
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常盤野 

中学校区 

有料化は仕方がないと思う。名前と

かも書くことになるのでしょうか。 

まだ決まっていません。 

常盤野 

中学校区 

全員書いてもらえば、排出者の責任

も出て良いと思う。 

現在でも町会によっては、ルールを決め

て名前だと差し支えがあるので、番号を記

入して出しているところはあります。 

常盤野 

中学校区 

弘前は分別が大雑把過ぎると聞き

ますが、どうでしょうか。 

県内で見ますと、分別の数は少なくはな

いです。そこまでは大雑把ではないと思い

ますけど、全国の中には４０分別とかあり

ますけど、１７～１８万規模の人口で当市

の分別数は普通だと思います。徹底してい

るかしていないかの差だと思います。 

常盤野 

中学校区 

プラスチックが燃えるごみになっ

たのが残念です。燃えるごみになると

ダイオキシンはどうなりますか。 

プラスチックは焼却効率がよくて熱にし

やすい素材で、今の整備センターだと高熱

で燃やすことができます。ダイオキシンは

一定以上の温度で燃やすと出なくなるの

で、大丈夫です。後は、プラスチックを燃や

せるごみにした経緯として、費用対効果の

部分がありまして、確かに分けることによ

ってリサイクル率には貢献しますが、実際

に集めたプラスチックが全てリサイクルで

きていた訳ではありません。最近、プラスチ

ックの素材が厚くなっていたり、何層にも

重なっていたりして、集めてもリサイクル

できない状況で、それを収集したり分ける

ことにお金がかかっていました。 

常盤野 

中学校区 

プラスチックについて、八戸や青森

はどうですか。 

八戸市は当市と全く同じです。青森市で

はプラスチックは分けていますが、それは

自治体の状況によって変わってきます。青

森市では焼却施設に余力が無いため、とに

かく燃やせるごみを減らさないといけない

ということもあります。なので、自治体の施

設の状況や考え方で変わってきます。 

相馬 

中学校区 

有料化なった時の袋は、大きさとか

どうなるのでしょうか。 

当市は現在、袋が決まっていなく、推奨の

４０リットルの袋を使用していると思いま

す。有料化や指定袋を決めている自治体は

一般的には、４０リットル、２０リットル、

１０リットル等、数種類作成しています。審
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議会でも意見が出ているので、仮に有料化

や指定袋というのを考えていくのであれ

ば、より小さい袋も検討していかなければ

と思います。 

相馬 

中学校区 

ごみが多く出ているということは

わかるが、その分ごみを処理して売電

し、県内で一番、売電収入を得ている

じゃないですか。それがどれくらいに

なっているか知りたい。 

ごみ処理経費が約３２億円で、売電収入

は約１億円となっております。全体のごみ

処理費用から見ますと、そこまででもない

です。重要なのは、ごみを受け入れて売電す

るよりは、そもそものごみ処理経費を減ら

す方が一番重要です。 

相馬 

中学校区 

理屈はわかりますよ。ただ、県内で

一番の売電収入があるということは

どうですか。 

県内で一番だと思います。 

相馬 

中学校区 

燃やせるごみが多いということで

すが、若い世代は賞味期限を気にして

いることが多いのではないかと思う。

まだ、食べられるのに捨てているので

はないか。後は、水キリの周知ももっ

と必要だと思う。衣類の回収ボックス

へ前に出したときにいっぱい入って

いた。どれくらい回収しているのでし

ょうか。 

当市では特に燃やせるごみが多く、今ま

での意見交換会でも過剰包装が多くてがん

ばっても減らせないのではないかという意

見をいただいたが、実は生ごみの量が多い

のでここを減らさないといけないです。以

前、生ごみ水キリチャレンジモニターを実

施し、約７パーセントの減量が見られまし

た。これは水キリ器を使っての結果なので、

単純にネットとかを使って搾るともっと減

らせるため、１０パーセント程は減らせる

と考えています。次に、食品ロス、期限のお

話ですが、国の示している情報だと、１世帯

当たり年間１５，０００円くらいの食品ロ

スが出ています。こまめに期限をチェック

したり、これくらい損をしているというこ

とも周知していきたいと思います。衣類回

収ボックスについては、平成２７年度につ

きましては約３１，０００キログラム、平成

２８年度は回収場所を追加し、約４５，００

０キログラム回収しています。 

相馬 

中学校区 

１１月のときにもお話しましたが

有料化には反対です。まずは事業系に

ついて再考し、家庭系については猶予

を持って、色んな働きがけをするべき

ごみの量にカウントされて、リサイクル

率にもカウントされています。 
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だと思う。再生資源回収運動について

集めたものはごみの量にはカウント

されないのか。 

相馬 

中学校区 

有料化をするのであれば、毎戸収集

をやめて町会ごととかにごみが多い

ところとかを把握して、多いところは

有料化、少ない所は無料とかインセン

ティブをつけるべきだと思う。急に有

料化とかされても、ごみを出さないよ

うに我々だと野焼きをしようとする

考えになってもおかしくない。町会ご

とに難しいということなのであれば、

最低２６連合町会単位でも良いので

区別してここはクリアしているとか

など、それくらいはしてもらいたい。 

連合町会単位とかについても技術的に難

しいです。まずは事業系に手をつけなけれ

ばいけないということは意見を聞きながら

感じており、それをしないで有料化という

のは納得しないとは理解しています。ちな

みに旧弘前市と、岩木地区、相馬地区では把

握できており、岩木地区と相馬地区が悪い

という状況になっています。 

 

相馬 

中学校区 

先程、言われたとおりごみの量によ

って有料化するとかしないとかであ

れば賛成です。頑張っている地区と頑

張っていない地区で同じというのは

どうかと思う。そうやって分ければ悪

いところも頑張ると思う。 

３Ｒのうちのリユース、リデュースが上

にあるような感じで、そもそものごみを減

らすのが重要です。ただ、漠然とごみを減ら

すといってもわからないので、まずは分け

るということをやって、資源物を適正に分

けていくと残った燃やせるごみの内、例え

ばこれを買わなくてもよかったとか見直す

ことになります。そういったライフスタイ

ルに働きかけていくことによって、減量に

繋がっていくと考えています。なので、分け

るということと、減らすということは全く

違うことではありません。 

相馬 

中学校区 

徳島の４０分別は減量に効果があ

るのか。 

４０分別しても資源物もごみの量にはカ

ウントされますので、直接的にはごみには

なってしまいます。ただ、４０分別すること

によって、燃やせるごみを見直すことによ

って要らないものを買わないようになった

りすることで、長期的に見るとそういった

自治体は減量に繋がっているのかなと思い

ます。ごみを常に細かく分けていることで、

常に見ているということになるので意識付

けということで、ごみの減量が進んでいく
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メカニズムはあると思います。 

相馬 

中学校区 

山に捨てられた不法投棄は、土地の

所有者が処理しなければいけないと

いうことは知ってはいるが、これはお

かしいのではないか。そういうのを有

料化になって手数料を取るのであれ

ば回収してほしいと思う。そうしない

と捨てられた人はたまったものじゃ

ない。 

有料化している自治体でもそういったお

話は良くいただいており、いただいた手数

料の一部を活用して、不法投棄対策をして

いる自治体はかなり多いと思います。あと

は有料化の目的として、周辺の自治体では

有料化しているところが多くて、その有料

化している自治体から捨てられているとい

う苦情が多く、今は町会や個人で処理して

くださいと原則論をお願いしているところ

ですが、それも含めてこのままで良いとは

思っていませんので、処理する人が報われ

るような体制作りも必要だと考えていま

す。また、不法投棄については、有料化す

る、しないに係わらず対策は考えていきた

いと思います。 

相馬 

中学校区 

不法投棄はこれから増えていくと

思う。対策については講じていかない

といけないと思う。個人的には処理し

てもらいたい。 

それは、もちろん捨てられた人はそれで

いいと思いますが、回収をしてしまうと捨

てた人が捨て得になってしまう。市が積極

的に回収するということになってしまえ

ば、ますます捨てられるようになると思い

ます。 

相馬 

中学校区 

パトロールに来ている人ももうち

ょっと声掛けとかすればいいと思う。

ただ通り過ぎるだけじゃなくて、情報

を得た方が良いと思う。パトロールを

見かけたことはあるが、声をかけられ

たことはない。山にいるような人に聞

けば、もっと情報が集まると思う。不

法投棄対策が一番重要だと思うので、

個人任せにしないで、行政にももっと

がんばってほしい。 

何かしらの証拠が残っていて捕まえられ

れば良いのですが、これだという有効なも

のがなくて困っています。予算の範囲内で

監視カメラを増やして、貸し出ししたいと

は思っています。 

相馬 

中学校区 

不法投棄の周知をがんばってもら

いたい。 

これをやれば無くなるというものはない

ので、今後もできることは地道にやってい

きたいと思います。 

南 

中学校区 

県外から転入されてくる人に、ごみ

の分別や資源化についてどういった

転入手続きの際に、ごみの分け方、出し方

を渡しています。アパートに入る人も多い
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説明をしているのか。 と思うので不動産会社を通してチラシを配

布しています。 

南 

中学校区 

転入手続きの際に、別室を設けて必

ず説明と資料を渡しては如何か。 

ごみだけではなく、様々な手続きがある

と思うので意見を参考に検討させていただ

きたいです。 

南 

中学校区 

平成１７年にごみの分け方・出し方

の小冊子を出している。現在までにご

みの区分も変わっている。新しい冊子

を出す計画はあるか。２年前に推進員

の委嘱状交付式に出た。その時も質問

したが検討しますと回答があったが、

その後何もない。 

平成１７年以降、更新した冊子は出して

いません。推進員からも冊子を作ってほし

いと要望が多いです。紙媒体だと経費がか

かるので、経費がかからない方法として今

年度からインターネットで５０音別に３，

０００程の品目を載せています。その他、若

年層向けに、スマートフォンアプリでごみ

の収集日をお知らせする等の取り組みも予

定しています。また、インターネットは高齢

者には扱いづらいという意見もあり、これ

までの紙媒体での冊子についても予算要求

していきたいと思います。 

南 

中学校区 

経費の問題についてであるが、月２

回の広報ひろさきが立派過ぎる。お金

をかけて、ここまでして出す必要があ

るのか。広報の経費をごみ減量に回し

てはどうか。 

担当部署が違うので詳しい内容は不明で

す。別の会議の中では同じような意見が出

ています。新たな広報誌の発行方法につい

ては、発行回数やボリュームについて精査

しています。 

南 

中学校区 

昨年７月に出前講座を実施したが

説明が一般的なものである。現在、緑

の推奨袋を斡旋している。推奨袋を使

わず、ダンボールで出す人もいる。ダ

メならダメと指導してほしい。 

家庭ごみのルールとしては３段階になり

ます。ルールが無く、何で出しても良い状

態、袋が指定されている状態、指定の袋に対

して手数料を加えた有料化の３つがありま

す。弘前市の場合は何もルールが無い状態

である。町会連が出している袋を使うよう

にお願いはしているが、ルールとして固ま

っていません。ダンボールで出していても

収集せざるを得ない状況です。最低でも指

定袋は必要と考えます。全国でも９割、県内

３６市町村で袋が決まっています。 

南 

中学校区 

結論として、有料化になるまで混在

したダンボールでも回収するという

ことか。ダンボールに入れられると中

身が見えない。推進員をやっているの

ダンボールへ入れる理由がカラス対策と

言うが、ダンボール以外でもポリバケツで

も収集しています。ダンボール以外に移行

するように求めていかなければなりませ
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で、中身を点検しなければならない。 ん。袋を指定してこなかったのも事実で、推

進員に苦労をかけてきたことも反省点で

す。 

南 

中学校区 

高齢者は足腰が悪く、ごみ集積所ま

で持っていくのが大変である。デイサ

ービスの際にヘルパーにごみを出し

てもらっている現状である。町会とし

てはごみの集積所をどこにするのか、

どのように管理するのか苦慮してい

る。集積所まで持っていく事ができな

い高齢者だけでも家の前に置いても

良いのではないか。高齢者はお金も無

く、わずかでも負担になるのは間違い

ない。減免措置が無いとのことだが、

それで良いのか。また、ヘルパーは商

売でやっているので、ヘルパーに出し

てもらったごみは事業系ごみになる

のではないか。１人暮らしの高齢者に

はごみ袋を配布してほしい。 

ヘルパーが扱ったごみは、家庭系ごみと

判断します。家庭系か事業系かについては、

シニアパンション、老人ホームなど業を成

している場合等は複合的に判断します。ヘ

ルパーの場合は、普通に生活しても同じご

みが出る考えで家庭系です。今後、人口減少

も進み高齢者が増えてくると思います。ご

みの集積所まで遠い、足腰が不自由な人に

対して対策する必要があるのではないかと

いうことでごみ出し支援を検討していま

す。具体的には、高齢者を登録していただ

き、行政収集とは別に収集に出向く方法で

す。先進地である福島市を視察したが、結論

としては経費がかかるので、費用対効果を

総合的に判断しながら、検討を続けていき

たいと思います。 

南 

中学校区 

ごみ問題について、より強力に啓蒙

していただきたい。教育の段階から進

めていただきたい。厨芥ごみに関し

て、２～３年前に水きりモニターをや

った。電動コンポスト、ダンボールコ

ンポストの政策をやっているが、市民

に徹底していないので、これらも進め

ていただきたい。環境問題、ごみ減量

に真剣に向き合わないとごみは減ら

ない。 

ごみ減量の啓発活動を継続していかなけ

ればなりません。環境教育に関しては教育

サイドとの打ち合わせ等行っていく必要が

あります。国の指導要領に沿った形で進め

ていきたいです。新たな事業として、生ごみ

が多く出る多子世帯に対し、水きり器具の

配布を考えています。ごみに興味を持って

いる方は少ないので、興味をもっていない

大部分に、いかに知ってもらうかが大事で

す。意見交換会や会合に伺って説明する機

会を増やすことが大事だと考えます。 

南 

中学校区 

インターネット光の普及率が全国

で青森県が最下位である。県内でも、

青森市、八戸市、弘前市で比べると弘

前市が一番低い。事業所系のＬＡＮシ

ステム構築はどうなっているのか。普

及率が上がると紙を減らせるのでは

ないか。 

普及率は不明です。事業所訪問の際に見

ると、伝票等紙で行っていることが多いで

す。市役所でもタブレットを使用して、会議

を行う取り組みも始まっています。他のオ

フィスにも広げていけるように、事業所訪

問で紹介することは、参考にさせていただ

きます。 
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南 

中学校区 

ごみ減量の目標値を達成すれば、有

料化はしないのか。有料化は既に世の

流れである。市でも検討中と言ってい

るが既定路線だと思う。有料化宣言を

してしまうべきである。そうすること

で、ごみに向き合う人が増えてくると

思う。 

一般廃棄物処理基本計画の中で、家庭系

ごみについて９５グラムの削減を目指して

います。この削減量を達成するために、家庭

系ごみの有料化を位置付けています。逆に

言えば目標値を達成できれば有料化は必要

無いことになります。定例記者会見でもお

示ししたが、意見交換会の意見を踏まえ、早

い段階で方針を出すとしています。 

南 

中学校区 

事業系ごみとはどういったものか。 事業系については大きな会社をイメージ

すると思うが、店舗兼住宅についても店舗

部分は事業系、住居部分については家庭系

となります。家庭系か事業系か、はっきりわ

からない場合もあります。事業活動に伴う

ものであれば、事業所の大小は問わず事業

系ごみと判断しています。事業所から出る

ごみは事業系一般廃棄物と産業廃棄物に分

けられます。燃やせるごみ以外の不燃物、プ

ラスチック等は産業廃棄物となります。 

南 

中学校区 

事業所から出たごみは、家庭系ごみ

と同じく運ばれているのか。 

事業所から出るごみは、事業者が焼却施

設に搬入するか、収集運搬業者にお金を払

って処理することになります。家庭系ごみ

とは別なルートです。収集運搬の段階は事

業者の費用、処理の段階は処分量を頂くが、

市が負担して処理しています。 

南 

中学校区 

事業系ごみが１．８倍も多いのであ

れば、まずは事業系ごみを厳正にすべ

きである。食品を余計に作ったのは事

業者の責任である。家庭系ごみ有料化

は賛成であるが、事業所にも厳しくす

るべきである。 

１１月に実施した意見交換会、１月から

実施している意見交換会でも事業系ごみが

当市のごみが低迷している要因であると意

見をいただいています。現状では、家庭系ご

みは無料、事業系ごみは有料で、１０キログ

ラムごとに１００円いただいています。昨

年から料金を倍にしています。また、清掃工

場に持ち込まれたごみをチェックし、事業

所訪問も行っています。平成２６年度実績

で４０市町村中最下位となっているが、平

成２７年度実績で最下位は脱出しました。

県内で当市が一番ごみの排出量が減少して

います。しかしながら、事業所のごみは多い
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ので更に減らせるように努力したいと思い

ます。 

南 

中学校区 

家庭系ごみ及び事業系ごみともに

大型ごみが多いとあるが、大型ごみと

は何か。 

市の定義では、可燃性、不燃性のもので４

５センチメートル以上の物が大型ごみにな

ります。他市町村に比べて多く、３市で大型

ごみを有料化していないのは、当市だけと

いうのも多い要因です。 

南 

中学校区 

大型ごみを収集した場合の処理は

どうなっているのか。なぜ多いのか。 

焼却施設で処理できる制限が４５センチ

メートルとなっているため、焼却施設で４

５センチメートル以下に砕いて焼却してい

ます。青森市は８００円、八戸市は５００円

で有料になっているので、出来るだけ砕い

て袋に入れた方が安いです。大型ごみとし

て出さない習慣があると思います。当市は

集積所に出すと無料なので、ほとんど値が

付かない物をわざわざリサイクルショップ

に持っていかない現状です。 

南 

中学校区 

資料に大型ごみ２００円～８００

円の手数料とあるが、どうやってお金

を徴収するのか。 

青森市や八戸市で行っている大型ごみの

手数料徴収方法は、スーパー、コンビニで処

理券シールを売っています。シールを購入

すると自動的に手数料を収めたことになり

ます。買ったシールを大型ごみに貼り付け

て、自宅の前に出すと収集されます。 

南 

中学校区 

分別が面倒だという意見があるが、

もっとわかりやすくする方法はある

か。 

 紙類について、その他の紙と雑紙の２つ

の区分がわかりづらいと思います。分別の

見直しを検討しています。 

南 

中学校区 

近隣市町村の分別方法は同じか。 当市にならっているのがほとんどだが、

その他プラスチックを分別しているところ

もあります。平川市は拠点回収としていま

す。藤崎町の旧常盤は黒石清掃施設組合へ

搬入している等の関連もあって、違う部分

もあります。 

南 

中学校区 

産業廃棄物のマニフェストのよう

なもので、ごみの帳簿を提出させるな

どを事業所に求めるといった方策は

考えているか。 

ごみ収集業者については、許可を出す際

に帳簿を作成させ、保有する義務がありま

す。付議部分については随時拡充していま

す。事業所訪問の際に意識づけできればと

思います。 
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南 

中学校区 

他の市町村ではごみの量は減って

いるのか。 

人口が減っているので、焼却施設に搬入

されるごみの量は年々減ってきています。

当市の１人当たりのごみの量は、平成２５

年をピークに減少傾向です。周辺市町村は

あまり変わっていません。 

南 

中学校区 

板柳町が平成１３年に有料化実施

して２～３年は効果出ているが、以

降、右肩上がりに増えてきた。原因は

あるのか。 

リバウンド現象というのが学説的に固ま

っています。手数料の料金水準が低い場合

にリバウンドすると言われています。ごみ

袋の料金が高くなることで最初はごみを減

らそうとするが、徐々に負担を感じなくな

り、元に戻ります。１リットルあたり、０．

３３円まではリバウンドが起きやすいで

す。県内で見ると、板柳町、鶴田町は手数料

水準が低いです。０．６７円以上は安定した

減量数値を保っています。八戸市は平成１

３年から有料化をしているが、更に下がっ

ています。有料化だけではなく、減量方法を

周知していかないとリバウンドします。 

南 

中学校区 

ごみ袋には市町村名が記載される

のか。 

有料化した場合は手数料を取ることにな

るが、条例で位置づけることが必要となり

ます。効果をもたらすためには、袋には市名

の記載が必要と思われます。 

南 

中学校区 

環境管理課で販売するのか。 販売方法も様々あります。市民の利便性

を考えるとスーパーやコンビニで販売する

のが一般的です。 

南 

中学校区 

資料２７ページの新たな取り組み

に、市民が利用しやすいごみ集積所の

あり方とあるがどのようなことか。 

場所の制約もあって集積所を置けないと

ころや、カラス対策を理由にダンボールで

出している現状を解消するため、折りたた

むことができる収納枠もごみ集積所設置補

助の範囲として考えています。 

南 

中学校区 

ひとり親世帯、貧困世帯へボランテ

ィアで食材を配ると聞いたことがあ

るが、弘前市で活動している団体はあ

るか。 

フードバンクに関しては市内では存在し

ません。ある施設では余った食材を提供し

ているケースもあります。 

南 

中学校区 

コンビニ、スーパーで処分する前

に、提供することはできないか。弘前

市で組織を作るとしたら、部署はどこ

環境部署でやっているところもあるが、

福祉部署でやっているところが多いです。

検討していきたいと思います。 
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になるのか。 

東 

中学校区 

ごみ袋が指定となれば、ダンボール

や米袋でのごみ出しはできないこと

になるのでしょうか。 

袋が指定になりますと、今までカラスに

荒らされる等でダンボールを利用したり、

米袋を利用して出したものは収集しませ

ん。例えば、ダンボールであれば、ダンボー

ルの収集日に出していただきます。カラス

対策のためにダンボールを利用していたと

いうことであれば、ポリバケツを用意して

いただいて出してもらいたいと思います。 

東 

中学校区 

ポリバケツを置くのは構わない。も

う一つ考えてもらいたいのは、枝とか

であればダンボールや米袋は破けな

いため利用価値がある。 

剪定枝は袋に入れるのが難しいので、今

までどおり袋に入れない等の検討が必要だ

と思います。今現在、有料化や指定袋制度に

ついても決まっていませんので、方向性を

決めてから対応を考えていきたいと思いま

す。 

東 

中学校区 

弘前市民は分別に関してそれなり

にやっていると思うのですが、どうで

すか。 

当市はリサイクルされる量は多いです

が、燃やせるごみも多いです。特に生ごみが

多く、未使用の食品も多いです。水きり等の

３キリ運動をしてもらえれば減らすことは

できます。 

東 

中学校区 

燃やせるごみに雑がみを入れてい

ますが、雑がみの扱いはどうすれば良

いですか。 

みなさんにごみの出し方・分け方という

のが配付されていると思いますが、古紙類

のところに雑誌・雑がみというのがあると

思います。雑がみは燃えるごみではなくて、

雑誌・雑がみの日に出していただきたいで

す。よく、市民のみなさんからどれが雑がみ

なのかと聞かれますので、この辺に関して

は市として周知不足かと思います。分別に

ついてわかりやすいものを、周知していき

たいと思います。 

東 

中学校区 

ごみの有料化については十数年前

も話題になりました。ですがその時は

取り止めになったそうです。取り止め

になった理由についてですが、一つは

税金の二重取りになるのではないか、

もう一つはプライバシーを侵害する

のではないか。私が記憶しているのは

税金の二重取りについては、現在、当市の

処理経費は３２億円かかっています。有料

化したとしても、３２億円を賄う事はでき

ないです。１～２億円の収入になるくらい

です。有料化については、それで経費を賄う

ということではなくて、ごみを減らしてい

こうという動機付けのためです。 
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その二つの理由で取り止めになった

と思っている。この問題は解決された

のでしょうか。 

東 

中学校区 

ごみの経費については、市町村の実

態に応じて国が補助を出すべきであ

る。プライバシーの侵害は非常に大変

な問題で、袋に個人の名前を書くわけ

ですよね。有料化なった場合にはこの

プライバシーに関して特に配慮する

必要があると思う。もう一つ、現在ご

みの収集に関して２つの方法で回収

していると思います。ステーション方

式、毎戸方式があると思います。有料

化なった場合はどの方法で収集する

のでしょうか。 

他の自治体を参考にしますと、欄は設け

ておりますが名前を書くかどうか、番地を

書くかどうかとかもその町会で決めている

ようにしているところがありますので、そ

ういったのを参考に有料化や指定袋制度を

実施する際は検討していきたいと思いま

す。有料化する、しない関わらず、毎戸収集

は止める方向で計画を立てています。ただ、

旧市街や道路の狭い地区は集積所を確保す

る場所が無いということで、どうしても止

められない所もあります。 

東 

中学校区 

ごみ袋の有料化には賛成です。です

が、袋の強度をいくらあげても破れま

す。実家の平川市で使っています。確

かに大きい袋と小さい袋があります

私個人は生ごみをほとんど出してい

ません。コンポストを使っています。

剪定枝は細かくして出していますが、

破れるので袋を二重にして出してい

る。後は、田園町会では４ヶ所道路維

持課のところに集積所を設けている。

実際は道路維持課では困ると言われ

る。環境管理課のほうに相談しても不

透明な答えしかいただけない。町会で

がんばろうと言うときに市で対応で

きないと言われると毎戸収集にして

もらわないといけないと感じている。

なので、環境管理課と道路維持課でも

う少し話し合ってほしい。 

道路維持課では道路として作ったところ

に、ごみの集積所を置くということは交通

の妨げになるとか、目的以外の使用になる

ということで、許可が必要になります。現在

こちらで検討しているもので、折りたたみ

式の集積ボックスがあります。ごみを出す

ときに広げてもらうと箱状になり、収集が

終わったら畳める邪魔にならないようなも

のです。貸し出しを行っており、好評です。 

東 

中学校区 

アパートが多くて、そこの住民が出

しているごみが回収されず残ってい

ることが多い。市の方から何とか指導

できないものか。 

アパート専用の集積所がなくて勝手に置

いて行くという相談を良く聞きます。そう

いった場合は、環境管理課に相談してもら

えれば大家さんや不動産会社にお話してい
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ます。 

東 

中学校区 

以前ダンボール出しをしていた人

に、ダンボールの日に出すようにと注

意をして、わかってくれたようであっ

たが、また、燃えるごみの日に出して

いた。喧嘩になってもあれなのでどう

したものでしょう。 

ダンボール出しをしている人について

は、相談してもらえれば、こちらの方で直接

対応することは可能ですので相談くださ

い。 

東 

中学校区 

国が有料化により税金の二重取り

を認めたのであれば、国からもお金を

もらうべきではないか。次に昔は量り

売りをしていたが、今はスーパーなど

で過剰包装していることが多いので

ごみが出るのは当たり前であり、ごみ

が出る一番の要因だと思っている。メ

ーカー等からごみ処理費用を負担し

てもらえないか検討すべきである。 

ごみに関しては地方交付税の対象になっ

ていますので、国からお金をもらえばいい

という話はもうもらっています。過剰包装

についても当市だけが多いわけではなく、

全国でも同じです。当市が指定の袋が何も

ないということもあり出しやすいというの

が、ごみの量が多い原因なのではないかと

思います。 

東 

中学校区 

食品リサイクルを進めていく計画

はあるのでしょうか。あと、減量化・

資源化と有料化はイコールではない

と思います。後、答申で有料化により

ごみの量が減るだろうということで

すが、一時的には減ると思います。し

かし不法投棄も増えるでしょう。後、

手数料の使途についてもどういうこ

とに使うのか。後は、缶・ビン等につ

いては有価物ということで販売して

いると思いますが収入についてはど

れくらいなのか知りたい。 

例えば、現時点で当市が大型の堆肥化施

設を作る等は考えていません。そういった

堆肥化をやっているような会社がある自治

体であればやりやすいとは思います。そこ

については、今後の研究課題だと思ってい

ます。有料化については、あくまで意識付け

の一つであって、それだけで減るとは思っ

ていません。有価物の収入についてですが、

缶が２，８００万円、スチールについては３

００万、ビンに関しては逆に集めるお金が

取られており、紙パックが２７万、ダンボー

ルが８００万、その他紙が２５０万、ペット

ボトルは１，１００万という収入が入って

おります。これは、当市に入ってくるお金で

はなく、弘前地区環境整備事務組合の収入

になっています。当市もごみを燃やすため

事務組合にごみの量に応じて負担金を払っ

ています。そして先程の収入を相殺した残

りの分を支払っています。 

東 

中学校区 

最終日ということで、これまで出さ

れた意見がまとまっているのがあれ

これまで出された意見として、家庭系ご

みより事業系ごみの方が悪いのだから、も
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ば教えてほしい。 っと事業系の方に対策をするべきではない

かとか、生ごみ処理機の補助をするべきで

はないかとか、家具とかの大型ごみのリユ

ースを検討すべきではないか。後は、アパー

トに住んでいる人や、学生のごみ出しが悪

いので対策が必要とか、どうやって減量す

ればよいのかわからないとか、仮に有料化

すればどれくらいの負担になるのか、ごみ

が減れば有料化しないのかというような

様々な意見がありました。 

東 

中学校区 

資源ごみについて、リサイクルして

もごみなのかそうではないのか確認

したい。 

環境省のカウントの仕方で、資源物もご

みにカウントされています。例えば、ペット

ボトルとかその他の紙とか分別したとして

も環境省の数え方ではごみになってしまい

ます。分別したから、ごみじゃないというの

は、そうではないということになります。事

業系の方であれば、オフィス町内会という

のがあり、そちらは行政を通さないのでご

みにはカウントされません。行政が手をか

けたものはカウントされますので、分別を

して古紙リサイクルセンター等に直接持っ

ていってもらえればそれはカウントされま

せん。 

東 

中学校区 

再生資源回収運動で集めたものは

カウントされているのでしょうか。 

市が関与しているということでカウント

されています。 

東 

中学校区 

それであれば資源ごみは集めれば

集めただけ意味がないということな

のか。環境省が何と言っていてもそこ

は切り離すべきだ。 

このルールは弘前市だけでやっているわ

けではなく、全国共通のルールでやってい

ます。そのルールの中で当市が多いです。他

の自治体は同じルールの中でごみを減らし

ていっているので、こちらも検討していま

す。 

東 

中学校区 

確かにで県や全国平均から見る排

出量は多いが、平成１８年から見ると

がんばって減ってきている。下がって

きているのに有料化をするのはおか

しいのではないか。 

 

ごみの減量に有料化が有効であると答申

がでているが、有料化が決まっているわけ

ではありません。 
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東 

中学校区 

弘前市民のごみ出しは意識が低い

と思う。埼玉から１年前から来ている

が、弘前市は大型ごみを無料で持って

いきますよね。埼玉は有料です。コン

ビニで３００円くらいのシールを買

って貼って取りに来てもらっている。

後は、弘前市がワーストだとかは役所

の人とかはわかっているかもしれま

せんが、市民がどれくらい知っている

かということです。３キリについても

私はあることがきっかけで知りまし

たけど、知らない人は多いと思う。そ

ういうことが浸透していないと思う。

草取りについても何日か干しておけ

ば土も取れるしカラカラになります。

そういう努力をこちらの人はしてい

ないと思う。細かいことまで考えられ

るようにならないと減量にならない

と思う。自分さえ良ければ良いと思う

人が多いと思う。特に町会に入ってい

ればそういう話もあるが、アパートの

人たちはそういうことをスルーして

いますよね。そういう人たちにわかっ

てもらえないと意味がない。 

１２分別をしたときは全国でも先進的な

取組だったと思います。ただ、全体的な経費

とかを考えたときに、分別を増やせばその

分経費がかかります。収集日が増えたり、収

集車が多く必要になったりしてお金がかか

ります。リサイクルもやればやるだけお金

はかかっていきます。プラスチックもだん

だん複雑化しており、せっかく分けてもら

っても全部がリサイクルに回りません。リ

サイクルに回るプラスチックというのはお

金になりますが、リサイクルできないプラ

スチックは燃やすしかありません。となれ

ば、せっかくみなさんに分けてもらったも

のを燃やすのはもったいないし、お金もか

かるのであればやめた方が良いということ

で前はそういう決断になりました。当時は

意識が高かったと思いますが、他は有料化

もしており、ごみというのを意識的に考え

ることが多いと思います。ルール作りを決

めて、みんなで減量を進めていきたいと考

えています。 

東 

中学校区 

私は意識が低いという方に賛成で

す。町会長をやっており、集積所を順

番で掃除をしているがとてもじゃな

いが汚くて仕方がなかった。これはた

まったものじゃないということで、出

前講座をお願いして勉強した。そし

て、最初は古紙類が車の後ろに収まる

程度しか集まらなかったものが、今は

軽トラック２台分集まるようになり、

月２回行っている。おかげさまで報奨

金を市からたくさんいただいている。

７～８年かかって、やっと意識は高ま

ってきたのかなと思う。となりの町会

とかを見るとひどい状況だと思う。こ

 未回答 
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れは意識が低いからですよ。これは甘

んじなければならない。 

東 

中学校区 

燃やすごみが多いということです

が、ドイツではそもそも燃やす文化が

ないそうです。なので、日本の燃やす

という文化が先進国として遅れてい

る。ドイツでは回収ボックスも多く資

源化率が非常に高いです。ですからこ

ういった議論はそもそもドイツでは

出てきません。そこで、燃えるごみの

内訳について聞きたかったのですが、

例えば我が家の事例を紹介しますと、

ごみとしましては食べ残しというの

は無いように努めていますけど、ただ

トレイとかですね我々が否応なしに

持ってきてしまうものについては結

構ありますので、１０日に１回くらい

はごみを出しています。資源物につい

ては回収しているところに持って行

きます。なので、有料化で抑制してい

くようなことではなくて、もっと市民

がリサイクルに補助金とかインセン

ティブを与えて取り組めるようにし

てほしい。市民が取り組めばプラスに

なるような形でごみ問題を解決して

もらいたい。 

 意見を参考に検討させていただきます。 

東 

中学校区 

町会に対する補助が少ないと思う。

アパートの話とかもありましたけど、

町会にはほとんど入っていないと思

います。それでトラブルになることも

あります。困っているのは末端の町会

の方です。町会は予算も少ないがやる

ことは多く、ここにいる町会長さんに

ついては苦労していると思いますし、

中には死ぬまで辞められなかったと

いう人もいます。例えば古紙類につい

ても、私たちの町会はやっていません

が、補助金がもっとでればそのお金で

推進員については、制度の見直しを検討

しています。本来の仕事として、不適正排出

があれば適性に分けてもらって出し直して

もらったり、集積所を清潔にしてもらう仕

事が一つです。他には何をやってもらうの

か、報奨金はいくらにするのかとか今新た

に検討している段階です。他の地区からの

持込に関しては、有料化した自治体の話を

聞きますと、有料化したからといって不法

投棄が増えたという話は聞かないです。集

積所の管理費については、難しいと思いま

す。市内に集積所が約４，５００ヵ所あり結
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集めてとかもやれると思いますし、そ

ういったインセンティブを与えて町

会を活発化させてごみの減量に繋が

るような取り組みをしてもらいたい。 

構な額になってしまう。そもそも自分たち

で管理している集積所は自分たちで綺麗に

するということになっております。もちろ

ん丸投げということではなくて、ご相談い

ただければ対応いたします。 

東 

中学校区 

ごみの集積所についてですが、平川

から来ている人が途中の集積所に捨

てていく問題があり、市役所と交番に

お願いして追及してごみを持ち帰っ

ていってもらった。中に子どもの通知

表とかが入っていたのでわかった。有

料化をすればこういう違反ごみが増

えると思う。その後始末は町内会でや

っている。その苦労を考えれば、ごみ

集積所１軒につき何千円とか補助金

を検討してもらいたい。推進員の手当

て必要か。無くてもいいと思う。 

他の地区からの持込に関しては、有料化

した自治体の話を聞きますと、有料化した

からといって不法投棄が増えたという話は

聞かないです。集積所の管理費については、

難しいと思います。市内に集積所が約４，５

００ヵ所あり結構な額になってしまいま

す。自分たちで管理している集積所は自分

たちで綺麗にするということになっており

ます。もちろん丸投げということではなく

て、ご相談いただければ対応いたします。 

以上 


