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ごみの減量化・資源化意見交換会について（報告） 

 

 

１．開催日及び場所、出席者数 

回 開催日 場 所 出席者数 

１ １１月２３日 北辰学区高杉ふれあいセンター １３名（男８ 女５） 

２ １１月２４日 中央公民館相馬館 ２４名（男２１ 女３） 

３ １１月２５日 弘前市民文化交流館（ヒロロ①） ４０名（男２３ 女１７） 

４ １１月２７日 弘前市民文化交流館（ヒロロ②） １２３名（男７６ 女４７） 

５ １１月２９日 中央公民館岩木館 １６名（男１３ 女３） 

 計２１６名（男１４１ 女７５） 

 

 

 

２．開催内容（各回共通）                                         

  ①開会 

  ②都市環境部長あいさつ 

  ③市からの情報提供（別紙のとおり） 

  ④意見交換 

  ⑤閉会 

   ※全体で１時間３０分～２時間 

 

 

３．主な意見交換内容 

 

●現状及び現在の取り組み（「家庭系ごみ有料化の検討」を除く）について 

地区 市民からの質問・意見等 市の回答 

高杉 

例えば今年の８月、９月は、ごみの排出

量が多いが、水キリを重点的に行えば削減

できるとわかっているのであれば、重点的

に取り組んでみるべきである。 

 「食べキリ」「使いキリ」「水キリ」の３

キリ運動について、県のテレビＣＭや市の

広報誌で啓発しておりますが、これまで以

上に周知していく必要があると考えてお

ります。 

高杉 

 分別等を頑張っているが、弘前市が県内

でごみの排出量が最も多いと知って、ショ

ックを受けた。 

未回答 

H28.12.20 
環境管理課 
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地区 市民からの質問・意見等 市の回答 

高杉 

 子どもたちへの環境教育は大事である

ので、学校教育の中でごみを減らすための

取り組みを徹底して実施してほしい。 

 国でも環境教育に力を入れており、市と

しても出前講座等を含め、積極的に取り組

んでいきたいと考えております。 

高杉 

市民に負担させるばかりでなく、コンポス

トを各家庭に配布する、又は割引販売して

はどうか。 

 現在、町会連合会を通じて、コンポスト

購入への補助を実施しております。今後

は、家庭用電動式生ごみ処理機についても

検討を行っていきたいと考えております。 

高杉 

 一生懸命分別を行った資源物が、ごみの

排出量に含まれていることを知って残念

である。資源物を除いた集計データも必要

ではないか。 

 資源物をごみの排出量に含む考え方は

全国で統一されております。 

 いただいたご意見を今後の参考とさせ

ていただきます。 

高杉 

 弘前市で事業系ごみが多い理由は何か。

もっと規制を厳しくすれば良いのではな

いか。 

 全国平均の１．８５倍の排出量である事

業系ごみの対策として、分別ルールの確

認・指導を行うための事業所訪問やごみ処

理施設での検査を実施しております。この

結果、減量効果が表れていることから、引

き続き、取り組みを進めてまいります。 

高杉 

スーパーなどの過剰包装についてはど

う考えているか。 

 過剰包装は、全国的な傾向であり、当市

だけでは改善できないことから、国や県な

どと連携して取り組みを進めていきたい

と考えております。 

相馬 

 地域でごみ減量等推進員をしているが、

集積所での分別が徹底されていないと感

じる。 

未回答 

相馬 
 集積所の掃除が大変である。特に冬場は

難しい。 

 いただいたご意見を今後の取り組みの

参考とさせていただきます。 

相馬 

 雑紙とその他の紙の分別を一緒にして

もらえれば分別が推進されると思う。 

 市民より同様の問い合わせを多数いた

だいております。今後、リサイクルしやす

り環境づくりを検討してまいります。 

相馬 

 プラスチック容器は、汚れていなければ

リサイクルできるのではないか。 

 プラスチック素材は、年々複雑化してき

ており、リサイクルできないものが増えて

おります。リサイクルについては、新たに

資源を使わないか、また、別の環境負荷が

発生しないかをなど総合的に判断してお

ります。 

相馬 
 高齢者が多くなると、集積所までごみを

運ぶのが大変である。 

 いただいたご意見を今後の取り組みの

参考とさせていただきます。 
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地区 市民からの質問・意見等 市の回答 

相馬 
 町会ごとにごみの減量化・資源化につい

て検討してもらってはどうか。 

 いただいたご意見を今後の取り組みの

参考とさせていただきます。 

相馬 

 ごみを出す人たちに意識を持ってほし

いが、回覧板もきちんと見ない人が多い中

で、何年周知啓発しても変わらないと思

う。 

 これまでも周知啓発活動を行ってきて

おりますが、今年度からは特に力を入れて

取り組んでおります。 

相馬 

 事業系ごみを１人１日当たりで出して

いる理由は何か。 

 １人１日当たりについては、国の調査に

よる統一したものです。年間の排出量を人

口と年間日数で割ったものとなります。 

相馬 

 周知啓発には時間がかかるため、時間が

必要である。 

 これまでも周知啓発活動を行ってきて

おりますが、今年度からは特に力を入れて

取り組んでおります。 

相馬 

 市民の意見を聞くのも重要であるが、先

進自治体を研究することも必要ではない

か。単純に有料化と言ってほしくない。 

 他の自治体の取り組みについては、視察

や研究を行いながら、必要に応じて取り入

れております。 

相馬 

 少子高齢化で人口が減少している中、な

ぜごみの量が増加しているのか。 

 ごみを出す袋が決められていないなど、

ごみを出しやすい環境となっていること

が、ごみが多い要因の一つであると考えて

おります。 

相馬 

 市民のモラルが低下してきているので

はないか。ごみを無料で回収してくれるた

め、何でも出してしまうのではないか。 

 ごみを出す袋が決められていないなど、

ごみを出しやすい環境となっていること

が、ごみが多い要因の一つであると考えて

おります。 

相馬 

 来年度も集積ボックスの補助事業はあ

るのか。 

 平成２５年度より補助事業を実施して

おり、大変好評をいただいております。ご

みを出しやすい環境づくりのため、今後も

前向きに検討を進めてまいります。 

相馬 

 事業系ごみ対策について、更に処分手数

料を増額しても良いのではないか。そうで

もしない限り、現状は改善できないのでは

ないか。 

 ごみの減量化・資源化が進まないようで

あれば検討する必要があると考えており

ますが、まずは、現状の取り組みを進めて

いくことが重要であると考えております。 

相馬 

 不法投棄対策をしっかりと実施してほ

しい。 

 現在、パトロールの強化や監視カメラの

設置による未然防止対策を行っておりま

す。 

今後も取り組みを強化したいと考えて

おります。 
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地区 市民からの質問・意見等 市の回答 

ヒロロ

① 

 現在、事業系ごみが多いとのことで、事

業所訪問を実施しているとのことである

が、事業所とは具体的にどんなところがあ

るのか。 

 小さな商店、病院、介護施設、市役所、

学校など、事業活動を行っている全ての事

業所を指し、事業所から出るごみを事業系

一般廃棄物と言います。 

ヒロロ

① 

 平成２０年度に１２分別から９分別に

したときに、私の周りではごみが増えたの

ではないかという話が出ていた。また１２

分別にすればごみが減るのではないか。 

 リサイクルできるごみは、資源ごみとし

て、ごみの量に加算されており、リサイク

ル率に反映されております。よって、１２

分別から９分別に分別区分が変更になっ

ても、ごみの排出量に変化はないものと考

えております。 

ヒロロ

① 

 資料によると、燃やせるごみに含まれる

資源ごみが９．３％となっているが、これ

を回収できればごみが減るのではないか。 

 燃やせるごみに含まれる資源ごみをき

ちんと分別することによって、資源ごみを

増やし、リサイクル率を向上させることが

できます。 

ヒロロ

① 

 「食べキリ」「使いキリ」「水キリ」とあ

るが、首都圏の外食産業では、「食べキリ」

を推進するため、割引などの取り組みを行

っている。弘前市でも外食産業に対し、働

きかけを考えているのか。 

 「食べキリ」「使いキリ」「水キリ」の３

キリ運動の飲食店への働きかけについて、

全国の先進事例を参考に検討していきた

いと考えております。 

ヒロロ

① 

 資料では事業系ごみが減ったとのこと

であるが、今後も減っていくのか。 

 事業系ごみについては、昨年度より、専

門職員が事業所を訪問するなどの取り組

みを行っており、減量効果が表れておりま

す。今後も、継続して取り組みを進めてま

いります。 

ヒロロ

① 

 新たな一般廃棄物処理基本計画では、１

人１日当たり３３０グラムの削減を目標

に掲げているが、大量の事業系ごみを１人

の市民がどのように努力すれば減らすこ

とができるのか。納得がいかない。 

未回答 

ヒロロ

① 

 町内の集積所で、燃やせるごみの日に燃

やせないごみを捨てていくのが目立つ。こ

ういった人たちには、どのように啓発すれ

ばいいのか。回覧板などでの啓発では効果

がない。 

 今後は、市民が利用しやすいごみ集積所

のあり方や不法投棄対策などの検討を進

めてまいります。また、日頃からご尽力い

ただいている推進員制度の見直しについ

ても検討を進めてまいります。 

ヒロロ

① 

 集積所の燃やせるごみの中に資源ごみ

がたくさん含まれている。一人ひとりが意

識をきちんと持たなければいけない。チラ

 啓発活動については、現在出前講座など

を実施しております。 

今後は、写真や実物を交えるなど工夫し
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地区 市民からの質問・意見等 市の回答 

シや回覧だけでなく、直接説明を聞けたら

いいと思う。収集カレンダーのイラストも

不足しているので説明をしっかりして欲

しい。また、大人だけでなく、子どもの授

業でも説明できる機会があればよいと思

う。 

ながら、積極的に実施していきたいと考え

ております。 

また、ごみの分け方などを記載した冊子

を作成・配布するなど、ごみを分別しやす

い環境づくりについても進めてまいりた

いと考えております。 

ヒロロ

① 

弘前市で廃品回収をしている団体はど

れくらいあるか。 

 現在、およそ２００団体が活動しており

ます。主に、ＰＴＡ・学校・町会や婦人会

などが活動しており、活動団体には市が報

償金を支払っております。 

 

ヒロロ

① 

 アパートの住人が、保管する場所がない

ためか、ダンボールを細切れにして燃やせ

るごみに出している。不動産屋がきちんと

アパートの経営者に説明すれば良いので

はないか。 

未回答 

ヒロロ

① 

 市民の分別が不十分であるため、毎月で

なくてもいいので、イラスト付きの広報で

啓発してほしい。 

 広報については、紙面に限りがあります

が、積極的に周知啓発してまいります。 

ヒロロ

① 

 調剤薬局に市が実施する水銀含有物回

収のチラシがあったが、チラシだけでな

く、広報にも掲載してほしい。 

 １２月からの回収開始を予定しており、

広報ひろさき１２月１日号に記事を掲載

する予定です。 

ヒロロ

① 

 指定されたごみ袋に名前を書いている

自治体があるかどうなのか。 

 指定袋への記載については、名前、住所、

町会の番号など自治体によって様々なパ

ターンがあります。 

ヒロロ

① 

 岩手県紫波町では生ごみを回収し、堆肥

化して農家に販売している。廃材などもチ

ップ化してストーブに利用するなど、町ぐ

るみで取り組んでいる。こうした取り組み

が循環であると思う。減らしたごみがどこ

にいったかわからず、不法投棄されるので

は悩ましい。減らしたごみをきちんとリサ

イクルすることを考えなければならない。 

 市ではまず、ごみを減らす上で一番大切

な排出抑制を目標としております。その上

で、仕方なく出たごみは再使用や再生利用

を行い、どうしても最後に残ったものを埋

立処分という形にしたいと考えておりま

す。 

ヒロロ

① 

 過剰包装の改善など、企業や販売店側が

改善されない限りは、ごみ処理の問題は解

決しないと思う。 

 過剰包装については、全国的な傾向であ

り、当市だけでは改善できない状況となっ

ております。まずは、排出抑制など、私た

ちができる取り組みを行いながら、過剰包
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地区 市民からの質問・意見等 市の回答 

装について、国や県に取り組みを呼び掛け

るなど、市にできることを行ってまいりま

す。 

ヒロロ

① 

 農業から出るごみも立派な事業系ごみ

であると思うが、事業系ごみとして指導し

ている話を聞いたことがない。また、最近

の植木屋は切った木を持ち帰らず、家庭系

ごみに少しずつ出すように言われる。小さ

な商店からの販売機の缶も家庭系ごみに

捨てられている。農家や小さな商店などを

重点的に指導してほしい。 

 農家や小さな商店から出るごみは事業

系ごみとなりますので、市の関係部署とも

連携しながら対応してまいります。 

ヒロロ

② 

 昭和６０年頃に埋立処分場が一杯にな

るという噂を聞いたが、現状はどうなの

か。 

 これまで使用していた埋立処分場が平

成１７年度で一杯になり、民間の処分場を

利用しておりましたが、現在、新たな処分

場を造成しており、来年度より、供用を開

始する予定となっております。 

ヒロロ

② 

 平成２４年度に古紙類の行政回収が始

まっているが、なぜごみの量が増加してい

るのか。 

 ごみの排出量においては、分別区分を増

やしても数値は変わらないものと考えて

おります。また、平成２４年度の排出量の

増加については、竜巻災害におけるごみの

増加、平成２５年度は台風に伴う水害ごみ

の増加であると分析しております。 

ヒロロ

② 

 資料に「事業系ごみが特に多い」とある

が、市民と意見交換会をする前に事業者を

集めて事業系ごみ対策について説明会な

どを実施すべきではないか。 

 事業者に対しては、昨年度から専門職員

による事業所訪問を実施し、排出ルールの

徹底を呼び掛けております。今後も、継続

して取り組みを進めてまいります。 

 

ヒロロ

② 

 弘前市は、全国に先駆けて１２分別を実

施したが、この効果はなかったのか。 

 国の調査では、市が回収し、リサイクル

されたものもごみの量に含まれるため、ご

みの排出量には影響しませんが、リサイク

ルされたごみの割合を表すリサイクル率

には反映されております。 

ヒロロ

② 

 広報が月２回発行されているので、これ

まで以上に周知啓発を行っていただきた

い。「インターネットを見てください」と

言っても、高齢者はインターネットを見ら

れない人も多いのではないか。 

 今後、市の広報誌を活用し、ごみに関す

る情報提供を徹底的に実施してまいりま

す。 
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地区 市民からの質問・意見等 市の回答 

ヒロロ

② 

 東日本大震災があった平成２５年度の

ごみの排出量が増えていないのはなぜか。 

 東日本大震災のあった平成２５年度の

ごみの排出量は、福島県が全国最下位とな

っております。しかし、年々全国の排出量

が減少していることもあり、全国平均への

影響は少ないものと考えております。 

ヒロロ

② 

 現在、広報ひろさきでごみの排出量の速

報を掲載しているが、リサイクルについて

も掲載したほうがよいのではないか。 

 現状では、リサイクルされたごみの量を

毎月集計することが困難でありますが、リ

サイクルに関しても情報提供できるよう

検討してまいります。 

ヒロロ

② 

 リサイクルできる古紙類について、分別

の勉強会開催やチラシなどがあればわか

りやすい。 

 今後は、詳細な分別方法を記載した冊子

を作成し、配布するなどの検討を進めてま

いります。また、出前講座の積極的な開催

についても検討を進めてまいります。 

ヒロロ

② 

 アパートの住人のごみに関する考え方

が甘いのではないか。 

いただいたご意見を参考とさせていた

だき、今後も取り組みを強化してまいりま

す。 

ヒロロ

② 

 以前、「その他プラスチック」を分別し

てリサイクルしていたが、何とかリサイク

ルできるようにできないものか。 

プラスチック素材は、年々複雑化してき

ており、リサイクルできないものが増えて

おります。リサイクルについては、新たに

資源を使わないか、また、別の環境負荷が

発生しないかをなど総合的に判断してお

ります。なお、現在は、プラスチックの高

い発熱量を生かして、焼却施設でのエネル

ギー回収を行っております。 

ヒロロ

② 

 廃棄物減量等推進員をしているが、ダン

ボールでごみ出しをする人が非常に多い。

こういう人たちに対し、ルールを守らせる

必要があるのではないか。 

いただいたご意見を今後の取り組みの

参考とさせていただきます。 

ヒロロ

② 

 子どもが仙台に住んでいるが、弘前に帰

省する際に、大型ごみを持ってくる。仙台

市は、既に有料化を実施しており、お金が

かかることから弘前に持ってくるという

ことである。 

 当市は、県内の他市町村と比べて、大型

ごみの量が数倍となっております。本日、

いただきましたご意見を踏まえ、対応を検

討してまいります。 

ヒロロ

②   

衣類回収ボックスの取り組みは非常に

良い取り組みである。今後は、スーパーや

図書館など、設置場所を増やしてほしい。 

衣類回収ボックスについては、今年度よ

り設置個所を３か所増やし、回収を推進し

ております。 

今後も取り組み強化に努めてまいりま
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す。 

ヒロロ

② 

 リユースを推進するため、掲示板や窓口

を設け、市民がやり取りできるようなシス

テムを検討してほしい。 

 いただいたご意見を今後の取り組みの

参考とさせていただきます。  

ヒロロ

② 

 スーパーなどで過剰な包装が目に付く

が、市からの働きかけで、過剰包装を減ら

す取り組みを実施してほしい。 

いただいたご意見を今後の取り組みの

参考とさせていただきます。 

ヒロロ

② 

 弘前市への移住を促すために「家庭系ご

みは無料」を売り文句としてはどうか。是

非、家庭系ごみ有料化を実施しないでごみ

を減らす取り組みを検討してほしい。 

 いただいたご意見を今後の取り組みの

参考とさせていただきます。 

ヒロロ

② 

 以前、カラス被害が多かった認知症の方

のごみ出しついて、町会とヘルパーが話し

合いながら対応した結果、カラス被害をな

くすことができた。高齢者が増える中で、

やはり地域での話し合いが大切だと感じ

ている。 

 本事例は、地域での課題解決における好

事例であると考えております。 

また、このような事例を他の市民の皆様

に伝えることも行政の役割であると考え

ております。 

ヒロロ

② 

 空地などに電化製品などが不法投棄さ

れているのを目にするが、不法投棄を防ぐ

ために、罰則内容を周知してもらいたい。 

いただいたご意見を今後の取り組みの

参考とさせていただきます。 

ヒロロ

② 

 市内のスーパーなどで牛乳パックなど

を回収しているが、生ごみは無理にして

も、生ごみ以外のごみを販売した店舗で回

収できるよう取り組みを進めてもらいた

い。 

生産者については、「拡大生産者責任の

原則」という考え方が明確化されておりま

す。これは、生産者が製品を製造し、販売

するだけでなく、廃棄や資源化の段階まで

責任を持って行うという考え方となりま

す。また、市では、４月に策定した「一般

廃棄物処理基本計画」の中でも事業者に関

する考え方を位置付けております。この計

画に基づきまして、引き続き、取り組みを

強化してまいります。 

ヒロロ

② 

平成２９年度もごみ集積ボックス設置

への補助はあるのか。 

本取り組みは、非常に好評であり、来年

度も継続して実施できるよう検討してお

ります。 

岩木 

 弘前市のごみが多いのは一目でわかる

が、一番低い長野県はどういった取り組み

を行っているのか。 

 長野県は、県ぐるみでごみの減量化・資

源化に力を入れております。周知啓発を含

め、様々な取り組みを着実に実施すること

によって、このような結果になっているも
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のと考えております。逆に当市は、指定の

袋も定まっておらず、ダンボール箱やレジ

袋に入れられたごみでも回収しており、ま

た、周辺の市町村の多くが家庭系ごみ有料

化を実施していることから、ごみの持ち込

みが報告されているなど、非常にごみが出

し易い状況であると考えております。 

岩木 

 昨年の組成分析調査の結果、燃やせるご

みの中に資源ごみが９．３％含まれている

とのことであったが、これをきちんと分別

できれば計画の目標が達成できるのでは

ないか。また、事業系ごみがかなり多いが、

市として何か考えているのか。 

 事業系ごみについては、処分手数料の改

定や事業者訪問など様々な取り組みを実

施し、効果が表れておりますので、今後も

引き続き、取り組みを進めてまいります。 

家庭系ごみについては、まずはしっかり

と分別を行うことが重要であると考えて

おります。分別を徹底するため、現在配布

している分別カレンダーのほかに、より詳

細な内容を記載した冊子の作成を検討し

ております。また、子どもたちに対する環

境教育について、普段の学校生活に関係し

たところで出来ないかを検討しておりま

す。 

岩木 

 現在、ごみ集積所に屋根がなく、雨や雪

により、ごみが水分を含み、重量が増える

ことが考えられるが、対策はないか。 

 生ごみのうち、約８割が水分であると言

われており、水切りはごみの減量化に有効

な取り組みです。当市が雪国であるという

事情を踏まえまして、対策を検討してまい

ります。 

岩木 

 ごみが少ない長野県では、堆肥化などは

行っていないのか。 

 長野県内の各市町村の実施状況は把握

しておりませんが、よく実施されている取

り組みとしては、コンポストや電動生ごみ

処理機の購入に対する補助事業が挙げら

れます。当市においても、以前電動生ごみ

処理機のモニター事業を実施し、ごみの減

量効果が確認されておりますので、今後、

事業化に向けて検討してまいります。 

岩木 

 青森県内の１０市を比較すると弘前市

のごみが多いが、家庭系ごみ有料化を実施

していない青森市、五所川原市、つがる市、

十和田市、三沢市などは弘前市よりもごみ

 青森市、五所川原市、つがる市、十和田

市、三沢市などは、ごみ袋が指定されてお

ります。これに比べて、当市はスーパーの

レジ袋やダンボールなどでも収集してい
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の量が少ない状況である。なぜか分析して

いるか。 

る状況となっており、こういったことがご

みの多い大きな要因となっているものと

考えております。 

岩木 

 弘前市は、燃やせるごみの中に資源化で

きる紙類が多く含まれているが、紙の分別

だけでも非常に多い。ごみの推進員などで

あれば理解できるが、一般の市民には分別

が困難である。もう少し分別区分を少なく

することによって、燃やせるごみにまわっ

ているものを少なくできるのではないか

と思う。 

 紙の分別に関しては、難しいというご意

見を多数いただいております。 

 今後、分別区分や収集方法について、わ

かりやすい方法を検討してまいります。 

岩木 

 弘前市のごみが多いのは、一般の市民が

ごみの分別をよくわかっていないからで

ある。定期的に推進員を集めて現状を説明

するなど、市民に理解してもらうことが大

切で、もっと分別について指導してほし

い。私の町会では、独自にチラシを作り、

回覧している。家庭系ごみ有料化の前にも

っとすべきことがあるのではないか。指導

をきちんと行うことによって、資源ごみが

燃やせるごみにならないと思う。 

 今後、市民へごみの分別を周知するた

め、推進員への積極的な関わりを進めてま

いります。また現在、市民への分別周知の

ため、ごみの分別内容を記載した冊子の作

成などを検討しております。この他、現在

実施している出前講座についても、市の方

から積極的に実施させてもらうなど検討

してまいります。 

岩木 

 今年の３月に市が主催したフォーラム

で講師の方が苫小牧市の状況を説明した

際に、ごみの減量化により焼却施設を建て

替えしなくてよくなったというお話をさ

れていたが、弘前市の南部清掃工場もごみ

が減れば建て替えしないような計画はあ

るのか。 

 現在、そのような計画はありません。 

 当市のごみは周辺５市町村と設置して

いる弘前地区環境整備事務組合で処理し

ておりますが、その約８割が当市のごみで

あるということを考えますと、当市がごみ

を減量化することによって、施設の合理化

に大きく寄与するものと考えております。 

岩木 

 事業系ごみでは、大量の書類がごみとな

るが、個人情報があるのでシュレッターし

ている。シュレッターした紙はリサイクル

できないが、どう考えているか。 

 今年４月から、リサイクルできる紙類に

ついては、ごみ処理施設で受け入れない方

針を打ち出しております。シュレッターし

た紙は基本的にリサイクルできませんの

で、機密文書についてはシュレッターせず

にリサイクル事業者へ持ち込むようお願

いしております。また、そのリサイクル費

用についても負担をお願いしております。 

岩木  市内スーパーなどでは、リサイクルでき  市では現在、再生資源回収運動を実施し



 11 / 17 

 

地区 市民からの質問・意見等 市の回答 

る紙類を持ち込むとポイントが付与され

るサービスを実施しており、非常に好評で

ある。市で、このような制度を考えている

か。 

ており、１キロ当たり４円の報償金を交付

しております。民間事業者での取り組みを

含め、今後も市民のニーズに合わせた様々

な収集方法を検討してまいります。 

岩木  

 私たちの町会では、集めた資源ごみをす

べて再生資源回収運動に出しており、町会

の活動費の一部となっている。このような

町会が増えれば、ごみが少なくなっていく

のではないか。 

 再生資源回収運動については、今年度か

ら品目に衣類を追加しております。 

 今後も、報奨金の見直しなど制度の充実

を検討してまいります。 

岩木 

 子どもたちへの環境教育をしっかりと

実施すれば、ごみの問題は解決できると思

う。環境行政と教育行政の縦割りでは難し

いので、きちんと考えてほしい。 

 環境教育の重要性については、市といた

しましても、しっかりと認識しておりま

す。 

今後は、出前講座だけでなく、教育カリ

キュラムに組み込むなど、積極的に取り組

みを検討してまいります。 

岩木 

 現在、推進員として活動しているが、集

積所での分別が良くない。例えば、燃やせ

るごみの中に、生ごみの分別区分があれば

いいのではないか。また、市街地と郊外で

は事情が異なるので、地域に合った集積・

回収方法を検討してもらいたい。その他、

若い人たちがわかりやすい分別方法を考

えてもらいたい。 

 分別や収集方法については、広く市民の

意見等を聞きながら、検討してまいりま

す。 

 

 

●家庭系ごみ有料化の検討について 

地区 市民からの質問・意見等 市の回答 

高杉 

 年金暮らしで、月５００円費用負担が発

生するだけでも大変である。低所得者にも

目を向けてほしい。 

未回答 

高杉 

家庭系ごみ有料化を実施すれば、自宅の

敷地でごみを焼却する人が増えるのでは

ないか。 

 ごみを自宅で焼却する行為は禁じられ

ております。今後も、野焼き防止について、

周知活動を継続したいと考えております。 

高杉 

 家庭系ごみ有料化していなくても青森

市などは弘前市よりごみが少ないが、これ

は、周知啓発が進んでいるからである。弘

前市はやるべきことをやり尽くしたとは

 青森市は、平成２８年度より指定ごみ袋

制度を導入し、ごみの減量に繋がっている

ことから、今後の参考にしたいと考えてお

ります。 
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言えず、有料化は良い施策ではない。 

高杉 

家庭系ごみ有料化を実施した場合、不法

投棄が増えるのではないか。増えた不法投

棄は誰が責任を持って回収するのかなど、

審議会で審議されたのか。 

 審議会からも不法投棄対策を強化する

べきであるとの意見が出ておりますが、回

収する人員などについては審議されてお

りません。 

高杉 

 家庭系ごみを有料化して指定ごみ袋と

するのであれば、ステーション方式を止め

たいが。 

 市では、今後もステーション方式を維持

していきたいと考えております。また、現

在、毎戸収集となっている地区について

も、収集効率の観点から、ステーション方

式への変更を検討しております。 

高杉 

家庭系ごみを有料化した場合、不法投棄

が増え、対応が必要になるが、対策は考え

ているのか。 

 家庭系ごみ有料化の実施に関わらず、対

策について検討していきたいと考えてお

ります。 

高杉 

 審議会では、家庭系ごみ有料化による１

世帯当たりの負担額をどのくらいに想定

しているのか。 

 審議会の答申によりますと、既に家庭系

ごみ有料化を実施している自治体を参考

に、１世帯当たり月５００円程度を基準と

しております。 

高杉 

 事業者は、例えば商品の値上げを考える

時は本当に最終手段である。家庭系ごみ有

料化については、周知啓発が進んでいない

状態で、ごみの量が多いからといって実施

して良いのか。市としては、もっとやるべ

きことがあるのではないか。 

 家庭系ごみ有料化の実施は検討中であ

りますが、当市のごみ処理の状況は全国的

に見ても最下位レベルであり、いち早く改

善しなければならないと考えております。  

このため、市民のごみに対する意識を変

えていかなければならないと考えており

ます。 

高杉 

説明を聞いていると、家庭系ごみ有料化

ありきに聞こえるが、意見交換会後に有料

化が無くなることもあり得るのか。 

 市としては、審議会からの答申を踏ま

え、検討している段階であります。 

高杉 

青森市では、家庭系ごみ有料化ではな

く、指定ごみ袋だけが決められている状況

であるが、袋を決めるだけでも不法投棄対

策になるのではないか。 

未回答 

高杉 

家庭系ごみを有料化すると３億から４

億円の収入が見込まれるが、本当にそれだ

けの赤字となっているのか。 

 お金が足りないから家庭系ごみ有料化

を検討しているのではなく、あくまでも、

ごみを減らすきっかけとして考えており

ます。また、審議会からの答申では、仮に

有料化を実施する場合の収入について、更

なるごみの減量化・資源化に活用するよう
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意見が出されております。 

相馬 

 ごみの減量化・資源化が進めば有料化し

ないのか。 

家庭系ごみ有料化は、まだ決定していな

いため、貴重なご意見として、今後の参考

とさせていただきます。 

相馬 

 市の財政がひっ迫しているから有料化

するのか。 

 現在検討を進めている家庭系ごみ有料

化は、ごみの減量化・資源化を進めるため

に検討しているものであります。 

相馬 

 様々な人がいるので、ごみ処理は税金で

行うのが良い。 

家庭系ごみ有料化は、まだ決定していな

いため、貴重なご意見として、今後の参考

とさせていただきます。 

相馬 

 審議会の答申では、社会的弱者について

も費用負担してもらうとのことであるが、

配慮が必要であると思う。 

家庭系ごみ有料化は、まだ決定していな

いため、貴重なご意見として、今後の参考

とさせていただきます。 

相馬 

 家庭系ごみ有料化はもっと時間をかけ

て検討すべきである。 

 家庭系ごみ有料化は、まだ決定していな

いため、貴重なご意見として、今後の参考

とさせていただきます。 

相馬 

社会的弱者に対する配慮が必要なのは

わかるが、ごみの減量化・資源化への意識

を持ってもらうためには、家庭系ごみ有料

化が必要である。 

未回答 

相馬 

事業系ごみのことは言わずに家庭系ご

みは有料化が有効と答申した審議会に疑

問がある。 

 家庭系ごみ有料化は、まだ決定していな

いため、貴重なご意見として、今後の参考

とさせていただきます。 

相馬 

市の過剰なサービスがごみを増やして

いるのではないか。家庭系ごみ有料化な

ど、何か取り組みが必要ではないか。 

未回答 

相馬 

家庭系ごみ有料化が効果的であるとの

答申が出ているが、実施が前提になってい

るのではないか。また、実施する場合は、

町会長を集めて説明会を開催してもらい

たい。 

家庭系ごみ有料化は、まだ決定していな

いため、貴重なご意見として、今後の参考

とさせていただきます。 

相馬 

家庭系ごみ有料化を来年度から実施す

るような噂があるがどうなのか。 

家庭系ごみ有料化は、まだ決定しており

ません。市民から頂いた意見を踏まえて慎

重に検討してまいります。 

相馬 

家庭系ごみ有料化は、ごみを減らすため

に必要であると思うが、例えば、目標を達

成した学区や町会は有料化の対象から外

家庭系ごみ有料化は、まだ決定していな

いため、貴重なご意見として、今後の参考

とさせていただきます。 
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すなど検討してはどうか。 

ヒロロ

① 

審議会からの答申で家庭系ごみ有料化

の対象外として、「ボランティアごみ」や

「おむつ」があるが、何を指すのか。 

審議会の答申によりますと、公園などの

ボランティア清掃や意図的に減らすこと

のできない老人用、赤ちゃん用の紙おむつ

を想定しております。 

ヒロロ

① 

家庭系ごみ有料化の対象とするもの、対

象外とするものはまだ決まっていないの

か。 

あくまでも審議会から出された意見で

あり、市としての方針は決定しておりませ

ん。 

ヒロロ

① 

審議会からの答申にある手数料１L 当

たり０．６７円から１円にした場合、週２

回４５L袋でごみを出した場合、４５円×

８回×１２か月で手数料は４，３２０円に

なる計算で良いのか。 

家庭系ごみ有料化については、まだ決定

しておりませんが、仮に答申内容どおり実

施した場合の計算としては、そのとおりと

なります。 

ヒロロ

① 

家庭系ごみ有料化を実施した場合、指定

袋を使用せずに出されたごみは誰が責任

を持って処理するのか。 

家庭系ごみ有料化は、まだ決定していな

いため、貴重なご意見として、今後の参考

とさせていただきます。 

ヒロロ

① 

町会の分別状況が非常に悪い。今後、家

庭系ごみ有料化を進めていくのであれば、

集積所での回収ではなく、毎戸収集にして

ほしい。 

家庭系ごみ有料化は、まだ決定していな

いため、貴重なご意見として、今後の参考

とさせていただきます。 

ヒロロ

① 

家庭系ごみ有料化を実施した場合、山や 

川、空地などに不法投棄が増えると思う

が、それを所有者が処理するのは大変であ

る。どのように対応すればよいのか。 

家庭系ごみ有料化は、まだ決定しており

ませんが、不法投棄については、現在でも

大きな課題となっているため、有料化の実

施に関係なく、対策を検討してまいりま

す。 

ヒロロ

① 

家庭系ごみ有料化を実施した場合、不法

投棄が増えるのではないかと思うが、土地

の所有者だけが損をするようなことはし

ないでほしい。また、有料化を実施してい

るところは不法投棄が少なくなっている

のか。市で回収を行っているのか。 

昨年度、市では家庭系ごみ有料化を調

査・研究するため、既に実施している自治

体の視察などを実施しております。市が調

査・研究を行った自治体では、有料化の実

施により極端に不法投棄が増加した自治

体はございませんでしたが、ほとんどの自

治体で、不法投棄対策にかかる人員や車両

の強化を実施している状況であります。 

ヒロロ

① 

市民のごみに対する意識が高まると思

われるため、家庭系ごみ有料化には賛成で

ある。 

家庭系ごみ有料化は、まだ決定していな

いため、貴重なご意見として、今後の参考

とさせていただきます。 
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ヒロロ

① 

苫小牧市で家庭系ごみ有料化を実施し

た結果、ごみが減ったとのことであるが、

その内容を知りたい。 

苫小牧市では、平成２５年度に家庭系ご

み有料化を開始しておりますが、同時に再

生資源回収運動や生ごみ処理機などへの

補助事業など様々な施策を行っておりま

す。この結果、ごみの量が減少しているも

のと考えております。 

ヒロロ

① 

現在、緑色のごみ袋が市内のスーパーな

どで売られているが、家庭系ごみ有料化が

実施された場合はどうなるのか。 

家庭系ごみ有料化の実施は決定してお

りませんが、家庭系ごみ有料化を実施して

いる自治体の例では、市が指定した要件を

満たすスーパーやコンビニエンスストア

などで販売しております。 

ヒロロ

① 

弘前市の家庭系ごみだけで見ると、そん

なにごみの量は多くなく、また、家庭系ご

み有料化がリサイクル率に貢献している

とも思えない。有料化ではなく、もっと他

の取り組みが必要なのではないか。有料化

は不法投棄を単に増やすだけである。例え

ば、資源化ごみを市が買い取るなど有効で

はないか。 

当市にとって、リサイクル率も非常に重

要でありますが、まずは、ごみ排出量の削

減が最も必要であると考えております。そ

の中で、家庭系ごみ有料化が本当に必要か

どうかを市民の皆様のご意見を伺いなが

ら検討していきたいと考えております。 

ヒロロ

① 

家庭系ごみ有料化を検討しているとの

ことであるが、主婦の感覚としては、スー

パーなど１円でも安いところを探して購

入している。１か月５００円位の負担が妥

当ではないかという答申の内容であるが、

今のごみ袋の値段で良いのではないかと

思う。子どもがたくさんいる家庭はごみが

たくさん出るのは仕方のないことである

し、老人世帯はごみが少ない。そこは公平

性を欠いているとは思わない。 

家庭系ごみ有料化の実施は決定してお

りませんが、仮に実施した場合は、やはり

家計の負担が生じることになりますので、

市民の皆様のご意見を聞きながら慎重に

検討を進めてまいります。 

ヒロロ

② 

 資料を見ると、家庭系ごみの有料化へま

っしぐらという印象を受けた。また、会場

に来た人に対して、諮問や答申の概要資料

を配布するべきでないか。 

 資料の配布については、ご意見を踏まえ

まして検討してまいります。 

ヒロロ

② 

集積所によっては、他地区からのごみの

持ち込みやルール違反に対して、集積所に

関しカメラを設置しているところもある。

今後、家庭系ごみ有料化が実施された場

 意見交換会は、家庭系ごみ有料化ありき

で実施しているわけではありません。今

後、当市のごみをどのように減量化・資源

化していくかについて意見交換したいと
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合、ごみの持ち込みやルール違反が増え、

町中がカメラだらけになるのか。有料化あ

りきで検討を進めないでほしい。 

考えております。 

ヒロロ

② 

認知症などで分別が困難な人や少ない

収入で生活している人がいるが、そのよう

な人たちにも家庭系ごみ有料化を強いる

つもりか。 

 家庭系ごみ有料化は、まだ決定していな

いため、貴重なご意見として、今後の参考

とさせていただきます。 

ヒロロ

② 

家庭系ごみ有料化を検討する前に、市と

して身を切る改革をしてほしい。現在、野

球場や市庁舎の建て替えを行っている。そ

の他、東京オリンピックへの出場が期待さ

れる海外ソフトボールチームの事前合宿

誘致など、お金がかかる様々な取り組みを

行っている中で、市民に負担を強いるのは

納得できない。 

 現在実施している事業については、市と

して実施しなければならないものが同時

並行的に進んでいる状況です。家庭系ごみ

有料化の検討は、こういった事業を行うた

めに検討しているのではなく、ごみの減量

化・資源化を進めるために検討しているこ

とをご理解いただきたいと思います。 

岩木  弘前市のごみが多いとのことであるが、

様々な催し物を開催している弘前市の独

自性を踏まえると、敢えて他の自治体と比

べる必要はないのではないか。弘前市独自

の目標を設定すれば良いのではないか。家

庭系ごみ有料化については、料金が１袋３

０円から４５円の自治体はごみが減って

おり、また、１５円から２０円の自治体は

増えているのが資料でわかる。しかし、弘

前市にとって、どのくらいの料金水準が適

正なのかは、今一度検討してほしい。あえ

て有料化にするのであれば、不法投棄対策

にお金を使ってほしい。 

 不法投棄については、現在でも山の中な

どに、洗濯機やテレビ、消火器やタイヤな

ど、市が本来収集しないようなごみが日常

的に捨てられております。県とともに、パ

トロールや監視カメラの設置などの対策

を実施しておりますが、まずは土地の所有

者に捨てられないよう管理していただい

ております。家庭系ごみ有料化は決定して

おりませんが、今後も有料化の実施に関わ

らず、対策を強化していかなければならな

いと考えております。 

岩木  町会で毎年クリーン清掃を実施してい

るが、不法投棄されたごみが４ｔダンプ２

台から３台分になる。これが弘前市のごみ

の量になっていると考えると残念である。

こうした点は、家庭系ごみ有料化を実施し

てでも解決していただきたいと思う。有料

化の収入を不法投棄対策に使用するなど、

市全体を綺麗にする環境美化に活用して

ほしい。また、有料化の収入を活用した取

 家庭系ごみ有料化は、まだ決定していな

いため、貴重なご意見として、今後の参考

とさせていただきます。 
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り組みとして、お盆の臨時収集を実施して

ほしい。 

 

 

●その他 

地区 質問等 回 答 

ヒロロ

① 

 資料に記載されている容器包装とは具

体的に何か。 

 これまでは、「容器包装ごみ」としてい

たものでありますが、今年度の分別カレン

ダーから、資源物ということで、「容器包

装」としております。 

 具体的には、びん、かん、ペッドボトル、

その他の紙、ダンボール、牛乳パックなど

が該当いたします。 

ヒロロ

② 

 資料８ページの「６．ごみ処理経費の現

状」について、この金額は、家庭系ごみと

事業系ごみの合計の値なのか。もし、そう

なのであれば、家庭系と事業系を分けるべ

きではないか。 

 資料の数値は、家庭系ごみと事業系ごみ

の合計の値であります。資料の表現につい

ては、わかりやすい表現方法を検討してま

いります。 

ヒロロ

② 

 弘前市のごみの量が多いということで

非常に傷つくが、データの信憑性はあるの

か。他の自治体とデータの前提条件が異な

るのではないか。 

 データについては、国が実施している調

査結果であり、全国共通の前提条件のもと

で算出されたものとなっております。 

 

 

 

４．所見（要点）  

限られた時間の中で可能なかぎり多くの地域住民の声を聞くことができるよう会の進行を図っ

たものの、参加人数に対して意見交換の時間が不足していたこと、また、地域住民と市の２者し

か居なかったことから、意見交換ではなく、質問に対する回答に終始する場面が多々あった。 

以上のことから、よりきめ細かに意見交換できる単位（中学校区単位など）での開催や、議論

をコーディネートする調整役の起用などの配慮を行い、今後の意見交換会の実施が必要である。 

 


