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１．開催日及び場所、出席者数 

 

 

 

２．開催内容（各回共通） 

  ①開会 

  ②あいさつ 

  ③「家庭系ごみ指定袋制度」の導入について（素案）説明 

  ④質疑応答 

  ⑤閉会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 会場 時間 男 女 総数 備考

1 H29.7.21 （金）
中央公民館岩木館

大ホール
18：30～ 4 2 6

2 H29.7.26 （水） 市民文化交流館ホール 18：30～ 23 9 32

3 H29.7.28 （金）
中央公民館相馬館

研修室
18：30～ 3 0 3

4 H29.7.31 （月）
泉野多目的コミュニティ施設

多目的室
18：30～ 6 2 8

5 H29.8.8 （火）
農村環境改善センター

多目的ホール
18：30～ 17 3 20

6 H29.8.16 （水）
北辰学区高杉ふれあいセンター

研修室
18：30～ 5 3 8

当初８月９日（水）に実施を予定していたが、
台風第５号接近に伴い影響を考慮し、８月１６
日（水）に変更。

58 19 77

実施日

計
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３．主な意見交換内容（会場別） 

会場 市民からの質問・意見等 市の回答 

中央公民館 

岩木館 

他の町会や地区外のごみ等が混じ

っているのがあります。それらについ

てはどのようにしてこれから対応す

るつもりなのか。 

 指定袋を使用していない、分別がなさ

れていない、日にちが違うというごみに

ついては、出された方にごみの出し方を

理解していただくために黄色いステッ

カーを貼って、置いていくこととしてい

ます。基本的には、出された方が引き取

り、次回に正しく出していただくことと

なります。お困りの際は環境管理課の方

にご相談いただければ、その時に適切な

対応をさせていただきます。他の地区か

らの持込についても、今回市の指定袋を

使用することで、弘前市以外の人がわざ

わざ袋を買ってまで捨てるというのは、

今の状況よりは考えにくいのではない

かと思います。 

中央公民館 

岩木館 

 例えば通勤途中に他の町会の人が

捨てていくような件については。 

 記入欄というものを作りたいと思っ

ています。地域の人しかわからない記号

なり名前を設定していただくと判別し

やすくなると思います。記入欄を活用い

ただいて不適正排出の対策にも使用し

ていただきたいと思っています。 

中央公民館 

岩木館 

 記入欄のところに市としては例と

して町会名や大字名は記入するとい

うことでよろしいですか。それとも各

町会で印刷するのか、市の方でそこま

でしてくれるのか。 

記入欄については、個別には印刷はし

ません。記入欄という枠を作らせてもら

って、使い方を臨機応変に各町会で使い

やすいように利用していただけたらと

思います。 

中央公民館 

岩木館 

 市としてはどれくらいの値段を見

込んでいるのか。 

 町会連合会で売られているのが１枚

当たり約７円、市内のスーパーで売られ

ているのがちょっと薄くなっていて１

枚当たり約５円ということです。先進自

治体でも指定袋を導入するときに４５

リットルというのが一般的になってい

ます。青森市の例だと、１枚当たり約１

５円で販売しています。自由競争の元、

袋を製造することができますので市と

して、袋の価格をこれだと決めることが
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会場 市民からの質問・意見等 市の回答 

できないということをご了承ください。 

中央公民館 

岩木館 

 青森市は指定袋なので１枚が少し

高めに付くのでみなさんチラシを見

て、スーパーやドラッグストアで買い

物している。破けやすいというのがあ

りまして、ギュウギュウに詰められな

いということがありましたので、質を

業者の方にきちんとしてもらいたい。

デザインは素案なのでとりあえずこ

ういう感じということだと思います

が、ちょっと字数が多いのでわかりや

すく、高齢者の人も読むと思うのでイ

ラスト風とか簡単にできるのであれ

ば対応してもらいたい。記入欄も枠を

もう少し大きく取ってもらえば書き

やすいと思います。弘前市としては慣

れるまで指導してくれるのか、町会に

任せるのか。 

 

 質については、登録時にチェックをし

ますし、流通しているものについても抜

き打ちで努めていきたいと思っていま

す。デザインの内容については、資料に

示していますので、文字が小さく見えま

すが、袋にすると大きく見えると思いま

す。記入欄について青森市は町会名や大

字名を例示するルールでやっています。

市としては記入欄に記入していなくて

も収集自体はします。地域ごとの状況に

対応できるようにということで今回の

ような記入欄の取扱を考えています。市

としましてもできるだけ記入欄を記入

してもらってごみ出しルールを徹底し

てもらった方がごみの減量化・資源化に

繋がりますので、そういった形で進めて

いってもらえればいいと思います。何箇

所か見回りを考えています。 

中央公民館 

岩木館 

 今回色が黄色ということでどちら

も黄色となるのでしょうか。あと、３

０年度内に色を変えるということで、

在庫を持っているという人がいると

思うが、１年かけて使い切ってしまっ

てもいいのか。また、ごみ袋について

は町会連の方で斡旋して町会のちょ

っとした収入になっているが、そうい

うのはなくなってしまうのか。町会連

も一つの事業所としてみるのか。 

 今回お示ししている案では、燃やせる

ごみ、燃やせないごみが同じ袋で出せま

す。むやみに袋の種類を増やすと値段が

高くなってしまうこともありますし、市

民の方々も制度が煩雑になってしまっ

て対応しにくいのかなということがあ

りまして、今回この１種類にしていま

す。緑色の町会連で斡旋している袋につ

いては、町会連合会と調整をして進めて

いるところです。今回の制度であれば町

会連合会であっても販売は可能です。緑

色の袋については１年に１回発注をか

けてみなさんまとめて買っているとい

う状況もあると思いますので、市として

は在庫が残らないように、まずは周知期

間を長めに取ります。残ってしまった袋

をしっかりと活用できるような方法と

いうものを考えていかないといけない

と認識しています。 
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会場 市民からの質問・意見等 市の回答 

中央公民館 

岩木館 

 ボランティア清掃ごみ、木の枝の取

り扱いについて、その地区、例えば市

街地とか農村地帯によって排出され

る量が大分違うと思う。各家庭にあり

ます木の枝とかそれらのものは指定

袋に入れてやらないといけないとい

うことですか。 

 そのように考えています。 

中央公民館 

岩木館 

 木の枝は１回に３束までというこ

とですけれども、もっと多く出せるよ

うにしてほしい。 

指定袋にしたからといって変える予

定はありませんので、ルールとしては同

じです。束ねることが出来ないものは、

今後指定袋に入れてくださいというこ

とになります。 

 

中央公民館 

岩木館 

 １人１日当たりの家庭系ごみ排出

量の推移で平成２３年度から増えて

いる原因は掴んでいるのか。１人１日

当たりの排出量を平成３２年度まで

に１０９グラム、平成３７年度までで

１１９グラムとあるが、米印でもいい

ので具体的に、これだと何束になると

かそういうのがわからないとただ１

０９グラムと言われてもわからない。 

 

 平成２４年からの排出量が上昇した

ことについて、ごみというものは全ての

量を市がすべて検査しているわけでは

ないので、はっきりとこれということは

わからない現状です。ただ、理由の一つ

としては平成２４～２５年度について

は災害ごみというものが一時的に発生

したということもありますし、特に２５

年度は水害のごみということで若干上

昇したと思っております。目標値のグラ

ムということで、普段生活してごみを出

す際に一袋何グラムかを意識するのは

難しいと思います。市としましても、市

民の皆さんにわかりやすく伝える努力

はしないといけないと思っています。今

年、ごみ情報に特化したごみ広報誌を出

す予定です。その中で、重さをより身近

に感じるためにリンゴ１個であれば３

００グラム、コンビニのおにぎり１個１

００グラムとか少しでもわかりやすい

形に変えて、みなさんに少しでも理解し

てもらう努力はしていかなければと思

っています。 
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会場 市民からの質問・意見等 市の回答 

中央公民館 

岩木館 

 大型ごみの件ですが、自転車は大型

ごみになりますよね。ところが、私た

ちが住んでいる田舎の地域には各家

庭に農業用じゃなくて手押しの一輪

車があり、例えば古くなったのでごみ

に出しても持っていってくれない。二

つ目として、家庭菜園で使った地面に

敷く黒いビニールありますよね。こう

いう地域であれば家庭菜園でよく使

っているわけです。それを出しますと

これは市では収集しないごみだと黄

色いステッカーを貼られる。こういう

のはもっと上手に出せばいいんでし

ょうか。 

 農業用の一輪車ということで、市とし

ては事業所から出るごみについては回

収しないという取り決めになっていま

す。農業から出るものも事業所というこ

とで黄色いステッカーを貼っています。

市としては外見から農業で出したもの

と見てしまえば収集できません。市民み

なさん公平な条件で収集しなければな

らないというのがありますので、事業所

から出るものはご自身で清掃工場まで

持ってきていただくか、収集業者さんに

お願いしてもらうということをお願い

しています。 

中央公民館 

岩木館 

 一輪車のことですが、私の町会は１

４０戸くらいあって、その中で収集場

所が４ヶ所あります。そこにごみを出

すには、必ずしも農業じゃなくても一

輪車に積んで持っていく。そういうの

が将来ごみになっても持っていって

くれない。 

 自転車はパッカー車で巻き込めます

が、一輪車は巻き込めないので収集困難

物になっています。 

中央公民館 

岩木館 

 ごみ袋のところに記入欄とありま

すよね。できれば町会名・班名という

ふうに分けていただければ助かる。岩

木地区の方は、町会に加入している方

が９０パーセントくらいあるが、旧弘

前市だと町会の加入率が４０パーセ

ントくらいだと思う。町会でこういう

ことやっていますよというのをアピ

ールしていると思うが、現にアパート

とか城東地区とかほとんど入ってな

い方が多いと思います。町会連合会の

方も町会の加入を働きかけているわ

けなので、市でもごみ袋について町会

名、班名を書いてくださいというと、

町会に対する思いが出てくるのかな

と思います。 

 記入欄を区切っていないのは、あえて

区切っていないということもあります。

その理由として、ルールの例示のみ行っ

て町会ごとに独自のルールを上乗せし

て作るというような町会が出たときに、

例えば班名だけとかだったら良いが、も

うちょっと厳しく書かせたいというよ

うな町会が出たときに逆に枠が支障に

なってしまうというのがあります。先進

自治体によると氏名を書かせている自

治体もあったりして、弘前市の中でも、

もしかすればそこまで求める町会も出

てくるかもしれないと考えたときに、区

切ってしまうと用途が限られてしまう

のではないかということがあります。市

としても町会の加入の促進が重要な基

盤であるということはこれを機に訴え
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会場 市民からの質問・意見等 市の回答 

かけていかなければならないと思いま

す。 

市民文化 

交流館 

 最初にお話いただいた３ページ目

の平成２５年度を基準年度とした理

由は何故か。次に４ページ目のお話の

途中で人口減少していったら、負担が

増えるとのことだったが、人口が減れ

ばごみを出す人が減るのだから負担

は上がらないのではないか。３つ目

は、１６ページで、今まで推奨してい

た緑色の袋は対象としないごみに利

用できるのか。４つ目は、新しいごみ

袋に移行するときに、例えば今現在も

その他の紙に出しているような裏が

銀色になっている紙パックが、移行す

るときに燃やせないごみに変わった

りすることがあるのか。次に、１８ペ

ージの地域ごとの実情に合わせて、集

積所に出す際のルールを個別に設定

するというのは、そのごみ袋に書くの

を町名とか名前を書く程度のもので

あって、ごみを出す時間とかは変わら

ないのか。最後に、移行するときに入

院していたりして、今まで使っていた

ごみ袋が余っていることがあると思

う。そういった場合に黒石市でやられ

ていたように、シールで４０円とか７

０円とかそれまで使っていた袋に貼

って回収していたみたいなので、でき

ればそのようにしてもらいたい。以上

６点です。 

 まず一つ目としまして３ページ目の

基準年度を平成２５年度にしているの

はなぜかと言うと、今の一般廃棄物処理

基本計画が平成２８年度から平成３７

年度までの１０年間となっておりまし

て、平成２７年度に策定しております。

その際に国でお示ししている一般廃棄

物の実態調査というものがあり、その最

新の数値が平成２７年度時に平成２５

年度のものしか公表されていなく、平成

２５年度が最新値だったということで

す。続いて２つ目ですが、人口減少して

いくなかで、ごみ処理経費が今後増大し

ていくのは何故かということですが、簡

単に言いますと単純に人口が減ると、ご

みの量もそれに従って減っていきます

ので、それについての経費は減る部分も

ありますが、基本的にはごみの処理経費

というものは焼却処理費、容器包装処理

費といったものからでますが、こういっ

たものの中身としては基本的には工場

の運営費等があります。工場の運営費の

中で、ごみの量が減ったから減るという

変動費という考え方と、それに関係なく

ずっとごみの運営を続けなければなら

ない経常的に係る費用として固定費と

いう考え方があります。町田の清掃工場

では変動費が３割、固定費が７割という

ことでごみが減ったからといってすぐ

には変動費として影響するところがあ

まり無く、逆にいいますと人口減少の影

響よりも１人当たりの負担が単純に増

える部分の方が大きくなってしまうと

いうことで、この状況が続くと１人当た

りの処理経費が増大する傾向にありま

す。ただこれについては、処理施設にか
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会場 市民からの質問・意見等 市の回答 

かる経費等、若干変動がありますが、単

純にごみ処理の状況と人口の状況をみ

ますと、そういった傾向になっておりま

す。続いて３つ目ですけど、今後も緑色

の袋は使用可能になるのかということ

ですけど、今回お示しした燃やせるごみ

と燃やせないごみについて指定袋の対

象にするようなお話をさせていただき

ました。基本的には緑色の袋は使用でき

ません。みなさん町会の方とかが心配し

ている在庫がたくさん出るのではない

のかなというお話は多分にいただいて

いるところですので、もちろん指定袋の

開始時期まで十分な周知期間を設ける

のも大事です。特例ではないが、その袋

を他に活用できる方法を別途考えてい

きたいと思います。ただ、それについて

は今回みなさんにお示ししているのが、

指定袋制度に関する基本的な考え方と

いうことで、深いところは今後検討して

いきたいなと考えております。続いて、

指定袋への移行による分別の変更があ

るのかということについてですが、予定

している分別の変更というものは直接

的にはありません。ただし、現在、雑が

みとその他の紙がありますが、こちらの

分別区分についてはかなり紛らわしい

部分があります。前回の意見交換会でも

市民の皆さんからたくさん意見をいた

だいていたところでしたので、統一でき

ないかどうか現在、検討を進めていると

ころです。ただし、現在は指定袋制度の

実施に伴って分別品目の変更というの

は考えていません。続いて５番目の記入

欄についてですが、用途としては、地域

ごとに町会名や班名を書いて使用した

いところや、マンションであれば、部屋

番号を使いたい等が考えられます。先進
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会場 市民からの質問・意見等 市の回答 

自治体の状況をみますと、個人名を書か

せているところもあります。市として

は、特段制限が無く、市は例だけを提示

するような形になります。あくまで集積

所は町会の物なので、町会の集積所に出

す際は町会のルールに沿って出してく

ださいということで周知をしていく形

になります。出す時間や収集時間は今ま

でと同じとなります。あくまで記入欄に

ついての考え方だけが、町会で決められ

るということになります。続いて６番目

についてですが、移行することにより緑

色の袋が残ることは多分に考えられま

すので、活用できるような方法は考えて

いきたいと思っています。今回、指定袋

を設定している条件として、他市町村か

らの持ち込みを区分するというのが目

標の一つなので、他市町村からの袋にシ

ールを貼って出すというのは難しいと

思います。 

市民文化 

交流館 

 ２ページ、家庭系ごみの排出量が載

っていますけど、青森県も弘前市も平

成２３年まで減ってきているが、平成

２４年から弘前市も青森県も同じで

全国的な流れですと段々減ってきて

いる。収集の方法が変わったのか、何

かあって増えているのか。 

 

ごみの排出量というものは全ての要

因を我々が把握することはできません

が、一つの要素として平成２４年度と平

成２５年度というのは災害のごみが多

分に発生しました。特に平成２５年度に

つきましては水害のごみがありました。

それで若干、上昇している部分があるか

と思います。全国的には災害を受けた福

島県など高くなっておりましたので、そ

の影響もあると思いますが、４７都道府

県にすると災害の影響が無かったとこ

ろもありますので、全国的には下がって

きていると思います。 

市民文化 

交流館 

指定袋を使うとなれば、例えば町会

名を書くとか班名を書くとか町会で

決めることになると思うが、現在、町

会に入らないアパート、あるいは借家

の人もたくさんいます。我々、喧嘩し

記入欄の活用については、集積所を管

理する町会の判断でよろしいかと思い

ます。ある程度、おおらかにしたいとい

うことでアパートの人とあつれきが無

いようにしたいということであれば、記
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ながらやることになるのか、あるいは

ごみ集積所から外れたところに出し

てもらうようにするのか。ルールと言

いますけど、現在、緑でも白でも色に

関わらず、出しても良いことになって

いるので、町会の物も大目に見てい

る。どうすればいいのか困っている。

何かアドバイスがありましたらお願

いします。 

入をしなくても良いルールもあると思

います。様子を見た後に、ルールを作り

ましょうというのもあるかと思います。

記入欄の使い方につきましては、町会の

ほうでご自由に提案していただきたい

と思っております。ただし、市としてル

ール自体を町会に丸投げするというこ

とでは無く、基本的には町会名または大

字名を書いてくださいという形で市民

の皆さんに周知します。例えば町会に入

っている方は原則的には「○○町会」と

書いて出していただく形になると思い

ます。町会に入っていない方は、「○○△

丁目」のような形で出していただくこと

になるかと思います。 

市民文化 

交流館 

１７ページの指定袋の種類・規格と

いうことで、市の想定している価格と

いうものはどれくらいになるのか。青

森市をみますと、町会名を書かせるよ

うにして、書いていない袋があっても

後からそれが無くなっていると聞い

ております。衣類などが再資源化して

いくのは理想として賛成ですけど、具

体的なアクションプランに対して肝

心要なところを濁しているような感

じがする。もう一つ、カラスの被害は

うちの方ではかなりあり、家内もダン

ボールで出している。鳥獣法の問題と

か色々あると思うが、電話で聞いた

ら、それは町会の話です、個人で責任

を持ってくださいということで、市の

人は逃げてしまう。肝心要の収集する

前の取組が無責任だと思う。 

市として行うのは、指定袋の大きさや厚

さなど仕様を決めて、事前に登録した民

間事業者が、それに適合したものを自由

に製造し、流通するという形になりま

す。市が価格を決めることは出来ないた

め、民間の事業者の競争で決まるという

形になります。青森市をみますと、だい

たい４５リットル袋１枚１５円程度で

売られています。市で何円になるか想定

はしていませんが、似たような仕様のも

のであれば、青森市はそのような価格に

なっています。また、最終的なごみの処

理はどうすればよいのか、指定袋を使わ

なかった場合などについては制度が変

わるということで混乱することもある

でしょうし、町会の方については今後ご

苦労されるということもあると思いま

すので、個別に対応していかなければな

らないと思います。カラス対策について

ダンボール出しをしている所もありま

すし、それ以外にもポリバケツで出して

いるところもあります。ごみ集積所の補

助も続けていますので、そういった制度
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を活用していただくとか、ボックスを活

用できない場所については、今年度から

収納枠の補助も始めておりますので、市

として出来ることを、今後も強化してい

きたいと考えております。 

市民文化 

交流館 

青森市の厚さはどれくらいになっ

ておりますか。 

青森市は０．０２５ミリです。ただし、

弘前市の方がごみ袋の種類は少なく、１

種類なので単純に厚さだけでは価格は

決まりませんが、他の要因もあり結局何

円になるのかということはわからない

です。 

市民文化 

交流館 

他の方が持ち込んだ場合に、青森市

の場合は、個人情報の問題から、市で

回収するため開封はしないで下さい

と言っている。個人情報については弘

前市ではどのように考えているか。町

会で開いても良いか。 

当市は全く取り決めがないので、町会

によっては袋を開いて調査していると

ころもありますし、市の担当が要望に応

じて集積所に行って調査する場合もあ

ります。他の市外の方の連絡先が出てく

れば、その方に連絡をして返却するとい

うことも年に何件かあります。あくま

で、指定袋制度の概要なので、細かいと

ころについては伺ったお話を反映させ

ながら進めていきたいと思います。 

市民文化 

交流館 

ざっと指定袋の料金を計算したが、

青森市が０．０２５ミリで１，５６０

円だが、弘前市で０．０３ミリになっ

た場合、１，７００円から２，０００

円になります。青森市、八戸市と比べ

ると弘前市は低所得者が多く、１，７

００円～２，０００円というのは生活

保護者から見ると大変である。それで

なくても弘前市は国民健康保険料や

介護保険料が高いので指定袋制度の

導入は反対です。どうしてもするとい

うことであれば、生活保護者や税金を

払えない方に支給するなどの施策を

やってから導入するべきだと思いま

す。 

 

指定袋の算出については、単純に厚さ

によって比例するというものではあり

ません。同じ０．０３ミリで他の東北の

指定袋を実施している自治体であれば

１２円、１３円という自治体も勿論あり

ます。当市の案は燃えるごみと燃えない

ごみが共通ですが、共通ではない場合で

も安いという自治体もあり、単純に厚さ

で値段が比例するわけではないという

ことは理解していただきたいと思いま

す。低所得者への対応ということで、い

ただいた意見を踏まえて検討していき

たいなと思います。ただ、現時点ではま

だ想定はしていません。 
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市民文化 

交流館 

とにかく資源ごみを減らして燃え

るごみを減らそうとしているが、相変

わらず資源ごみが載っている。いくら

分別をしてもごみの総量に含まれる

ので、このデータの出し方はおかしい

と思う。単純に燃えるごみだけを家庭

系ごみに分けている自治体もあると

聞きますのでこれは改めるべきだと

思います。新聞報道されてからこのご

みの問題というのは確かに有料化と

いう表現は無くなりましたけど、指定

のごみ袋を使用するということで何

も有料化とは変わらない。今まで一袋

６円くらいが１５円になる。それがい

くらになろうが、指定袋自体が有料化

だという意見が結構ある。今まで買い

物袋で出さざるを得ないお年寄りや

低所得者の方は、小さい袋をやっと持

って行っている。ごみ袋も買えないと

いう人も現実にいるわけで、ごみの集

積所を見ますと買い物袋で出してい

るのが３分の１くらいは出している。

その残ったごみ袋は、誰がどのように

対応するのか。それを町会でやって下

さいとなれば町会は解散だという意

見が出ている町会もある。今でも町会

はギクシャクしている。有料化とは言

わないけど、実質有料化ですからもっ

とコミュニティが壊れていくという

点から見ますと、この指定袋制度とい

うのは町会を壊してしまうという意

見が多かった。 

家庭系の燃やせるごみの内訳という

ことで、ここでお示ししたいのは全体の

ごみに資源物が入っているということ

でなく、燃やせるごみの中に資源物が入

っていますので、減らせる部分があるの

ではないかということをお示ししてい

ます。お話があったように資源物を抜い

た値で目標値を定めているところもあ

りますが、国全体の目標値が資源物を含

んだもので、資源物を抜いた目標値で比

較をするのは意味が無いということで

考えております。総排出量を減らすとい

うことをまずは考えていきたいと思っ

ております。分別をすればいいというこ

とでなく、そもそもごみになるものを出

さないということを示していかなけれ

ばならないと考えているのでご理解い

ただきたいと思います。また、指定袋制

度は有料化と変わらないのではないか

という意見は他にもいただきますが、国

が示した考え方で指定袋制度はあくま

で袋の価格のみの値段、そして有料化は

袋の価格にごみ処理手数料を加えた値

段で、自治体に歳入が入るという明確な

違いが示されています。ただ、指定袋制

度になることによって負担が増えるご

意見については最もだと思いますので、

ご意見を受け止めていきたいと思って

います。ただし、青森県全体の指定袋を

導入している自治体で低所得者対策、減

免制度を実施している自治体は無いの

で、低所得者対策をしていくのは難しい

ですが、そういった市民の意見を聞きな

がら今後考えていきたいと思います。残

った袋について、市が最終的に回収しま

すと言ってしまうとルールが無くなっ

てしまいます。町会の皆さんには負担を

かける部分があると思いますので、町会
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と市がうまく連携しながら個別に対応

していかなければならないと考えてい

ます。 

市民文化 

交流館 

木の枝というのは縛って出せば良

いということですが、畑や庭の草類が

春だけで大体１０袋、秋にまた１０袋

ぐらいの量が出る。道路に落ちている

葉だけでも１袋になる。外から見える

袋であればこういったものは対象と

しないごみにしてもらうように検討

していただきたいと思います。 

市の案としましては、葉などについて

は指定袋に入れて出してもらうように

考えております。町会の清掃活動によっ

て生じたものについては、事前に申請い

ただければボランティア清掃ごみとい

う扱いで、袋をお渡ししたいと思ってお

ります。 

市民文化 

交流館 

木の枝とか言うけど、みょうがにし

ても下から上まで寸法がすごく、縛る

と木と同じ状態です。梱包すれば出せ

るのか。草は全部指定袋に入れないと

いけないということか。 

現在の案では葉については例外なく

全て指定袋に入れていただくというこ

とで考えております。そこについてはあ

くまで案ですので、今後市民の皆様から

意見があれば変更する可能性はありま

す。 

市民文化 

交流館 

前の意見交換会の時は、草とかは対

象外にするような案が出ていた。 

答申をお示ししたときは、草について

も努力して減らすことのできないごみ

ということで対象外としていました。指

定袋については手数料を含んでいない

ため、対象に加えたという経緯がありま

す。 

市民文化 

交流館 

私はごみに関することを１５年以

上やっておりますけど、非常に困るの

がみょうが、紫陽花です。縛って出せ

ば良いのではという意見も出ました

が、非常に散らかる。私としてはでき

るだけ袋に入れていただいて出して

もらいたい。持っていくときに散らか

るので町会として非常に困る。長さも

１メートルも１メートル５０センチ

もある。とにかく何でも袋に入れても

らえば非常に綺麗になります。それを

何とかお願いしたいと思います。 

 

前回までの意見交換会で我々が思っ

たことは、これまで市がルールを定めて

いないことに対して、町会の皆さんに多

大なご苦労を強いていたということを

実感しましたそういったことに関して、

市としましてもできることはやってい

かないといけないということで、今回手

数料を含めない指定袋制度の導入を検

討させていただいています。先進地自治

体の例を見ますと、草については例えば

有料化をしている自治体でも草だけは

有料化ではなく指定袋で出して下さい

としています。町会のみなさんに集積所

を綺麗に使ってもらいたいということ
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もありまして、あえて草は対象に入れさ

せていただきました。賛否両論あると思

いますが、意見を踏まえて、どちらが望

ましいのか検討していきたいと思いま

す。 

市民文化 

交流館 

平成３０年度中を予定していると

いうことで、その前に町会単位で説明

会を開いて対応できるものは対応し

ましょうという説明がありましたが、

いつまでなのか。議論してお願いする

のにもう終わりましたとされるのが

良くある。３０年度中とあるが、いつ

まで町会の話し合いを聞いてくれる

がリミットなのか教えていただけれ

ば、町会に帰って議論する。収集がつ

かなくなるのが予想されるので、その

ゴールを教えていただきたい。それに

向けて町内の中で議論して、市役所の

方をお呼びして色々と意見交換をさ

せていただければと思いますので、ス

ケジュールを教えてほしい。 

先般の議会で表明させていただきま

したが、平成３０年度中の予定というこ

とです。実施する際には何ヶ月間は移行

期間というものを設けようと思ってお

ります。実施する前は色んな問題が生じ

ると思いますのでルールの調整は行っ

ていきたいと思います。今後のスケジュ

ールですけど、説明会を８月９日まで市

内６か所で行い、それが終わった後に関

係条例の改正というものがあります。そ

の後に、例えば個別に町会の役員会や集

会などに積極的に呼んでいただきたい

という周知を行っていきたいと考えて

います。本格実施の前まではルールの微

調整はしていきたいと思います。 

 

市民文化 

交流館 

条例を改正してやりますっていう

のは市長名ですか。条例の施行日が何

月何日と出てくるのか。 

条例については今後議会に上程し、議

決後公布します。どの条例でも一緒です

が市長名で公布し、附則でいつからその

条例が効果を発するというのを記載し

ます。今の段階で平成３０年度中という

ことで具体的な日時は決まっておりま

せん。公布の仕方としては色々な方法が

あり、その段階で日時が決まっている場

合は平成○年○月○日から施行すると

いう書き方もできますし、その段階でま

だ決まっていない場合は、条例の交付に

ついては別途規則に定める日から施行

するという例もあります。 

市民文化 

交流館 

話し合いする時間があればいいな

と思っていましたので、別に日にちが

決まればその前にやろうと思う。 

細かいところは、条例で決められませ

んので条例の公布後でも時間はありま

すので適宜ご相談ください。 
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市民文化 

交流館 

ごみ袋の厚さについて、先進自治体

の検証の結果、破れにくい厚さ０．０

３ミリ以上ということでありますが、

どういった検証を行ったのか。私は

今、連合会指定の０．０２ミリのごみ

袋を使っておりますが、破れやすいな

とか二重にしないといけないとはあ

りません。もちろん０．０２ミリのも

のよりは０．０３ミリのものの方が高

くなるというのは分かりきっている

事なので、これは０．０２ミリの方が

買う方の負担としても安くすむとい

うのと、プラスチックという資源の削

減にもなると思うのですがどうでし

ょうか。あと、製造に置いて業者向け

にこういった説明会を行う予定があ

るのでしょうか。 

 

袋の厚さについて０．０３ミリ以上と

した理由、破れにくい厚さを市が検証し

たということについて、具体的には先進

自治体、県内１０市、当市外はすべて指

定袋を使っていますが、多かったのは

０．０３ミリ、次に多かったのは０．０

４ミリが多かったです。青森市は０．０

２５ミリです。先進自治体に聞いたとこ

ろ、燃やせないごみを入れる場合は厚目

のものでなければいけないという意見

がありました。市としましては、燃やせ

ないごみに対応できる厚さ、後は燃やせ

るごみ、燃やせないごみを共通にするこ

とによって安くでき、市民の方に負担を

出さないやり方なのではないかと思っ

ています。県外では０．０４ミリという

のも多く、当市が特段厚いという訳では

ないということです。また、業者につい

ては指定袋を実際にやるときには、規格

と仕様のみを設定して登録した製造業

者のみが製造できるというような制度

になりますので、制度が決まり次第、指

定袋制度になりますというようなこと

を、議会承認後に事業者向けの説明会、

実際に販売するスーパーやホームセン

ター、コンビニといった店舗向けにも説

明会を別途設けたいと思っております。 

市民文化 

交流館 

草の話ですけど、本当に深刻だと思

う。一度に１０袋も２５袋も出てく

る。今現在でも草に関しては、持って

いけない人は敷地内で燃やしている。

いくら言ったって、持っていけないか

ら結局晴れの日に乾かして、誰も近所

の人がいないときに燃やしている。市

役所はそういう人がいたらぜひ教え

てくださいと言うが、現場を見ていな

ければ言えない。あきらかに燃やした

後がある。デレキまで準備している。

草の出し方について、袋に入れて出し

てほしいというニーズもありますし、や

はり袋は負担だという方もいますし、ど

ちらがいいということではなく、今後意

見を踏まえながら検討していきたいと

思います。敷地内に燃やしている人がい

るということで、こちらについては通報

があれば行きますし、通報がなくても市

の方で現場周りしているときに発見し

た場合はもちろん注意や指導はしてお

ります。こちらについても今後強化して
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市外から持ってきたごみについてで

すが、指定袋にしたから減るという問

題ではない。この近隣の自治体によっ

ても６０円から４０円とか。弘前が１

５円くらいであれば、弘前のごみ袋を

買って捨てた方がまだ安いという話

も町会の中では実際に出ている。指定

袋にしたからといってごみが減ると

いう問題ではなく、予定の３２年度に

目標達成できなかったからやはり安

いのは全然効果ありません。高くしま

す。そういうのに繋がる。指定袋とい

うこと自体、やはり問題。子どもさん

がいるところはおむつから何からご

みが多いわけです。子どもがいるお母

さんからも不安が出されていた。それ

でなくてもお金がかかるのに、さらに

お金がかかるということになれば、ど

う暮らせばいいんだろというような

ことです。草の話にしてももっと細か

く市民の意見をぜひ聞いてほしいと

思う。 

いきたいと思います。指定袋に入れたか

らごみが減る訳ではないということに

ついて、ごみが減る理由として、他自治

体からの持ち込みが無くなるから減る

ということでは考えておりません。指定

袋制度の目的で一番重要なのが、ごみの

見える化の推進です。普段出しているご

みというのは減らせない、必ず生じるも

のだと思い込んでいますが、自分が毎日

どれくらいのごみを出しているのかと

いうことを意識していないと思います。

指定袋制度導入で、特に考えてほしいの

が、自分がどれくらいのごみをどれくら

いの種類を出しているのかということ

を意識付けていきたいと思います。どう

いった減らし方ができるのかというこ

とを示していく必要があります。これま

ではどれくらい出しているのか比較で

きなかったと思います。そういったとこ

ろを、今後は同じ規格、袋に出すことに

なります。例えば何人世帯で何袋出して

いて多いとか、少ないとか、賞味期限切

れのものがたくさん入っていたとか、そ

ういったことを意識付けていきたいと

いうのが指定袋制度の一つの目的です。

他自治体からの流入は止まらないので

はないかということですが、全く指定袋

がない状態は流入が進むと思っており

ます。もちろん指定袋になっても他の自

治体は当市より袋の価格が高いわけで

すので、その流入の可能性はあると思い

ますが、記入欄を設けるなど町会独自に

ルールを定めることによって、この袋が

他の人が出したのか区分ができるよう

になると思います。そういった区分をし

て市が町会から情報を受けて指導をし

やすくなると思います。単純に価格の差

だけで流入が減る、増えるではないと思
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っております。市として、そういった流

入を防ぐ努力はしないといけないと思

っております 

中央公民館 

相馬館 

何故人が集まらないのか。そこを考

えてもらいたい。ＰＲをもっと出せば

人が来ると思う。お知らせが無いので

知らない人がいるのではないかと思

う。 

前回１月から４月まで意見交換会実

施し、広報ひろさき、町会の回覧、ごみ

の推進員さんにも手紙を出して色んな

周知をしてみました。今後は我々が会場

を設定して行う周知もですが、町会の個

別の集まりというものに１５分でも３

０分なりこちらから出向いて行く様な

形を検討しています。皆さんそれぞれ忙

しいので、中々個別に参加できないとい

うこともあるかと思います。すでにある

イベントや行事に行くような形で、今後

人数を動員できるような説明会をした

いと思っております。具体的には、１０

月以降に個別に町会などからお話をい

ただければ、土日でも時間関係なく伺い

ますということで周知を始めていきま

すので、もしよろしければそういった形

で申し込んでいただければ、こちらとし

ても助かります。 

中央公民館 

相馬館 

各町会も３月の末になれば総会が

ある。そういう場を利用したらいいと

思う。 

もっと細かくやっていくつもりです。

こちらから出向いたりすることも精力

的にやっていきたいと思います。 

中央公民館 

相馬館 

平成３０年度中に実施予定と書い

ているが、来年ですけど、来年の３月

の総会とか末だと遅いですか。 

平成３０年度からの指定袋について、

このようにやりましょうという説明に

あがる内容だと思いますので、遅くはな

いです。決まったことについて説明して

回りたいと思います。 

中央公民館 

相馬館 

例えば集積所に出すのは指定袋以

外だと、今だと肥料袋とかでも出して

いるが、そういうのは出せなくなると

いうことですか。 

本格実施では出せなくなります。た

だ、移行期間も無ければ周知もなかなか

進まないですし、今までの袋も何かしら

で使いたいということもありますので、

移行期間を設定しなければならないと

思っております。 
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中央公民館 

相馬館 

今でも肥料袋で出している人もい

ますし、土嚢袋で出している人もいま

す。中に何が入っているのかわからな

い物もあるので、守ってくれれば良

い。黒石のごみを焼却場に個人で申し

込むと、何キロまで無料だと聞いた

が、弘前市も同じか。 

これまで黒石市と同様に５０キログ

ラムまでは無料でしたが、平成２８年４

月からは、無料部分を撤廃しました。現

在は燃えるごみの処分手数料は１０キ

ログラムごとに１００円となります。 

中央公民館 

相馬館 

ボランティアで出たごみは、指定袋

を配付すると書いてあるが、ボランテ

ィア事業の場合でも袋は有料で買う

のか。 

その場合は環境管理課に連絡いただ

ければお渡しするような形をとりたい

と思っています。 

中央公民館 

相馬館 

指定袋以外で置いていかれた場合

は町会で処理をしないといけないの

か。 

現在も大体持っていきますが、分別不

十分や日にちが違うなどであればステ

ッカー貼って置いていきます。本格実施

になった場合はまずステッカーを貼っ

て様子を見させていただくことになり

ます。その後の対応については、ケース

バイケースになると思います。町会で対

応できない場合は、環境管理課にご連絡

いただければ現場を確認します。今まで

も町会で対応していたとなれば、また引

き続きお願いしたい場合もあるかと思

いますが、その都度ご連絡をいただけれ

ば負担にならないような対応したいと

思います。 

中央公民館 

相馬館 

袋に名前を書くのは守ってもらえ

るかどうか不安です。守ってもらえな

いような感じがする。 

名前についても色々なところで調べ

てみたところ、五所川原市は必ず名前を

書かせて、名前を書かなければ収集しま

せん。確かにそこまですると、ごみの量

は少ないそうです。大館市は、人口規模

や街中の人のことを考えると、苦情がひ

どくて出来ないという意見もあったそ

うです。当市の場合は、市街地と、出張

所地域、総合支所地域で要望が違いま

す。書かせたいというところもあれば、

書かない方がいいというところもあり、

ここについては意見をいただきながら
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大変悩んでいるところです。市としまし

ては、何かしらは書いてもらおうという

ことでアナウンスはしていきたいと考

えております。書かなくても良いとして

しまうと皆さん書かないので、町会によ

っては独自のルールを作ることも可能

だと思います。町会名を書いてなおか

つ、町内の人でなければわからないよう

な記号を書いてください等、集積所を町

会が管理しやすくなると思いますので、

ぜひ活用していただきたいと思います。 

中央公民館 

相馬館 

班の番号とかは良いと思いますが、

個人名書くというのは抵抗がある人

がいるかもしれない。我々は良いと思

いますけど、例えば若い女の子がいる

家とか狙われる可能性も出てくるか

もしれないので心配はあります。地元

でマンションを経営している人から

聞いたが、マンションでさえ書かない

で出す人もいると聞いている。町会名

と班の番号くらいは良いと思うが、無

記名というのはどこから来ているの

かわからない。 

何でも出せるということでごみなの

か、ただ置いていったものなのか町会で

困っています。収集業者も困っていると

いうこともありますので、まずは何もル

ールが無い状態から脱却しようという

のが今回の制度となっております。 

 

中央公民館 

相馬館 

指定袋は良いと思うけど、バラバラ

に何でも入れればやっぱりそれだけ

雑になると思いますし、中身が見える

袋でなければ出せないとなれば、それ

なりに気を使って出すと思う。 

 無回答 

中央公民館 

相馬館 

無人の回収施設は弘前市に何ヶ所

くらいあるのか。 

これは例として、ある事業者が一つの

ホームセンターに設置した資源物を持

ってくると、ポイントを貯めることがで

きる場所として載せています。そういっ

た店舗がスーパーやホームセンターに

複数あるということで、市で民間業者が

どこにありますとは紹介できませんの

で、具体的な事業者名は出せません。大

手スーパーやホームセンターで何ヶ所
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かやっています。民間の事業者がやって

いくことについては市としてもＰＲは

協力していきたいと思います。 

中央公民館 

相馬館 

スーパーに置いている回収施設は

市と関係ないものですか。 

民間回収は、あくまで事業者が行って

いるもので、その事業者が行っていると

いうことが市民に伝わっていない状況

です。スーパー等でこうした取り組みを

やっている周知をしていきたいと思い

ます。 

中央公民館 

相馬館 

雑誌など、資源ごみの日まで待って

いても、出し忘れたりすることもある

ので、その都度出せるのであれば便利

だと思う。 

今後の参考にさせていただきます。 

中央公民館 

相馬館 

ごみ集積所があるが、この事業を始

めるとしたらごみ集積所に貼る何か

コーティングしたような物で、「指定

袋以外は出せません」など、大きめに

表示したい。 

 

指定袋が始まる前からやりたいと思

っています。いつから始めますというよ

うな感じで各集積所に貼りたいと思っ

ています。 

中央公民館 

相馬館 

五所地区だけでも７ヶ所ある。文字

を大きく、いつから実施しますなどを

前々から周知をしないと、急に張り紙

しても守ってもらえないと思う。半年

ぐらい前から表示しておいて、いつか

らそうなりますという張り紙を配布

してもらいたい。 

先進自治体の青森市でも集積所のボ

ックスに雨に強い看板で、いつから始ま

りますということと、簡単な制度の概要

を実施何ヶ月前からやっているという

事例もあります。当市もそういった事例

を参考に、予算の関係もありますが、前

向きに検討していきたいと思います。 

中央公民館 

相馬館 

もし有料になるのであれば、買って

もいいですし、町会に希望枚数とか聞

いて配付してもらいたい。 

町会には負担させないつもりで予算

要求しますので、町会の集積所の分は予

算措置して、他に何かあれば町会にお願

いするかもしれません。 

泉野多目的 

コミュニティ

施設 

記入欄に誰が出したか記入しなく

てもごみは持っていくと書いてある。

今までの袋でも持っていくことにな

るのか。 

指定袋を使用しないと収集しません。

記入欄という指定袋の中に記入枠を設

定したいと考えています。氏名を記入さ

せたいという所もあれば、プライバシー

の問題で記入させたくないという所も

あり、市内の都市部と出張所地域ではニ

ーズが異なります。市としては両方のニ



- 20 - 

 

会場 市民からの質問・意見等 市の回答 

ーズを汲み取りたいと考えています。た

だ、全く記入しなくても良いとアナウン

スしてしまうと誰も記入しなくなるの

で、町会名や町名など何かしらは記入し

ていただきたいと考えています。記入し

ていないから収集しないということは

出来ません。指定袋を使用している場合

は記入の有無に関わらず収集します。あ

くまでも、素案であることから意見を踏

まえて精査させていただきます。 

泉野多目的 

コミュニティ

施設 

毎戸収集できないのか前にも質問

したが、叶わないのか。 

限られた財源の中でどちらかと言え

ば、ステーション方式になるような方策

を取っています。２、３世帯集まってス

テーションを作るのであれば、折りたた

みの収納枠を補助するといったことも

行っています。毎戸収集を増やす方向に

はなっておりません。 

泉野多目的 

コミュニティ

施設 

市から補助をもらい、４０ヶ所ぐら

い町会にごみボックスを設置してい

る。通りがかりに放置していく、いわ

ば不法投棄をするような輩が結構い

る。不法投棄は犯罪であるが、それを

見極めることは不可能に近い。４０ヶ

所もあるごみボックスを町会が管理

しているものの不法投棄の見極めは

難しい。どうしたら良いか悩んでい

る。 

そのように困っているという話はよく

聞きます。原因としては、現在ごみ袋は

どのような物でも良く、排出した人が特

定できないことであり、解決の一助とし

て指定袋を活用していただきたいと思

います。例えば集積所を使う人しか分ら

ないような番号や班記号を記入するこ

とで、それ以外のごみが出されたときに

おかしいと分かります。そうした場合に

環境管理課に連絡いただければ、それを

手掛かりにごみを調べさせていただき

ます。町会以外と判断できれば指導しや

すくなります。現在、そういったことも

ないので町会にはご迷惑お掛けしてい

ます。指定袋制度をきっかけに対策して

いきたいと思います。 

泉野多目的 

コミュニティ

施設 

例えば、指定袋以外のごみ袋で出し

た場合は回収しないのか。 

指定袋の開始時期を平成３０年度中

とさせていただいていますが、指定袋の

完全実施となった場合は収集しません。

先進自治体の例をみてもそのようにな
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っています。ただし、ごみ袋を十分持っ

ている方も多数いますので、完全実施に

なる前には移行期間ということで併用

して使うことができる期間を設けるの

が通例です。それについても考えていき

たいと思います。また、その期間はどれ

ぐらいになるのか勘案しながら考えた

いと思います。直接搬入の際の袋やプラ

イバシーに配慮した内袋の使用などご

意見いただきながら検討したいと思い

ます。 

泉野多目的 

コミュニティ

施設 

指定袋以外は回収せず、置いていく

ということか。そうした場合はごみボ

ックスに残っていることになるが、ど

ういった扱いになるのか。 

不適正排出も同じですが、ステッカー

を貼って一定期間置きます。排出者が気

づいて持ち帰れば良いがそのようにな

っておらず、町会が困っていると思いま

す。連絡いただければ中身を確認させて

いただきます。 

泉野多目的 

コミュニティ

施設 

ごみ置き場を貸している人や近く

の人が一番困る。それが腐って３日も

４日となれば、ごみ置き場も替えても

らいたいという可能性が多くなって

しまう。 

生ごみの場合は何日も置けませんの

で、１回は収集せず様子を見させていた

だくことはあると思います。午後には回

収するなど他の自治体の方法も聞きま

すが、何でも収集してしまうとルールが

崩壊してしまいます。ケースバイケース

で対応していますので相談いただきた

いと思います。 

泉野多目的 

コミュニティ

施設 

例えば、指定地区を設けて、３～４

か月間モデル的にテストを行い、その

上で少しずつ改善していくのであれ

ば良いと思う。いきなり、全市で実施

するのは無理があるのではないか。 

モデル地区というのは考えています。

使い勝手や問題点を調べていきたいと

思いますが、開始は３０年度中に一斉に

行いたいと考えています。 

泉野多目的 

コミュニティ

施設 

黒石市で氏名記入やっているが、ご

みが盗まれた事例がけっこうあった。

そういった近隣の情報の対策は考え

ているか。 

指定袋導入について、当市は後発自治

体であります。先進自治体の事例があ

り、近い所では五所川原市はフルネーム

を記載しないと収集しません。大館市も

指定袋であるが、記入はさせていませ

ん。ある程度、人口規模や土地の事情で

ルールは違うので、懸念がないような制
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度を作りたいと思います。 

泉野多目的 

コミュニティ

施設 

販売方法について値段の差がある

ということだが、市で考えているおよ

その価格は町会で売っている値段と

どれくらい違うのか。厚くなるという

ことで、当然値段も高いと思うが想定

している価格は。競争すれば安くなる

とは思うが、いくらで売っても良いと

いうは無責任のようにも思う。最高価

格の設定は必要だと思う。今日の説明

で減量のために、回収ボックス等いろ

いろ進めているという事で大変良い

と思う。以前、説明会で有料化の話を

した際にごみの量が多く、有料化すれ

ばごみの量が減るという説明があっ

た。分別が進んだから減るのではな

く、市で回収したごみはごみの総量に

なうという矛盾が解ってきた。それを

受けて回収を拡大しているのは大変

良いことである。まだまだ、回収でき

る場所を多くしていく必要もあるだ

ろうし、回収場所の周知徹底も重要に

なるだろうと思う。指定袋の話が新聞

等で情報が流れたときに、指定袋にし

てもごみが減らなかったら、有料化す

るという噂が流れていたが真偽につ

いて教えていただきたい。 

指定袋の価格について、市として袋の

価格を決めることは独占禁止法に抵触

するため、出来ません。袋の仕様や規格

を定めて、民間の事業者が市場競争で製

作することになります。市が価格を決め

てしまうと、市場原理を妨げてしまうこ

とになります。似たような仕様だと、青

森市が平成２８年４月に実施している

指定袋では、４５リットル袋が１５円程

度で売られています。分別した物もごみ

の排出量に含まれるのでそれは矛盾し

ているのではないかということについ

て、分別することによって残った燃やせ

るごみに、例えば食品ロスといったもの

が見えてきます。こういったものが見え

てくるとごみに出さないようになりま

す。分別そのものがごみの減量に全く繋

がらない訳ではないと考えております。

短期的に見ますと分別したものも含ま

れますが、ごみを普段から見つめ直すよ

うな意識づけが働き、結果的には排出抑

制に繋がると考えております。いずれ有

料化になるのではという事については、

当市の現状は７３３グラムまで減って

きていますが、国や県と比べるとまだ多

いです。平成３２年度１人１日当たりの

家庭系ごみ排出量６８０グラムを目指

しています。この数値をクリアしない

と、その時点で有料化するとか、しない

ではありません。指定袋を導入してもク

リアできない場合は、一つの考えとして

有料化もあるということです。 

泉野多目的 

コミュニティ

施設 

青森市の場合、１枚１５円というこ

とで、現在町会で売っているのは同じ

容量だとすればいくらなのか。１２～

１４ページに記載している回収され

町会連合会で販売している推奨袋と

どれぐらい違うかというと、一概に比較

はできません。町会連で販売しているの

は４０リットルという大きさで、今回一
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たものは、弘前市のごみの総量に入る

のか、入らないのかお伺いしたい。 

般的に使われるのが４５リットルで厚

さも０．０３ミリです。町会連のごみ袋

が約８円で、青森市が１５円ということ

ですが、どちらも適正価格としか言えま

せん。大きさも厚さも違うので、価値の

差は無いと考えます。民間の拠点回収の

総量は市の総量に含まれません。民間が

独自に運用しているもので、市民が活用

できるよう支援、ＰＲしていきたいと思

います。 

農村環境改善

センター 

今まで使っていた緑色の袋は使っ

てもいいのか。まだ持っている人もい

ると思う。リサイクル袋も市で指定さ

れている。それも町会で斡旋している

ので、持っている人がいると思う。そ

のままリサイクル袋として使えるの

か。 

リサイクル袋についてはそのまま使

っていただいて結構です。基本的にこの

指定袋制度は平成３０年度中の実施を

予定しております。開始した後、緑色の

袋は原則的に燃やせるごみと燃やせな

いごみには使うことはできなくなりま

す。ただし、意見があったように今まで

買ってしまった緑色の袋が余ってしま

うのではないかという意見が他の会場

でもありまして、他の活用できる方法も

今検討しています。具体的には、他の資

源物に一時的に使えるようにするなど

の考え方ができます。まだ確定ではあり

ませんが、そういった形で緑色の袋が無

駄にならないような形を考えています。

基本的にはこの時期が来たら黄色の袋

でしか燃えるごみと燃えないごみは出

せなくなるという認識でいただければ

と思います。皆さんも緑色の袋を今後買

うのであれば、あまり在庫を抱え込まな

いように買っていただければと思いま

す。 

農村環境改善

センター 

サイズにもよると思うが、価格はど

れくらいを予定しているのか。 

価格については、一般的に町会連合会

で売られている４０リットルの袋で、１

枚当たりに換算すると約８円になりま

す。ただし、４０リットルではなく、４

５リットルにしてほしいというのが先

進自治体でも話が多く、４５リットルを
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作ろうと思っております。県内でも青森

市が指定袋を導入していますが、一般的

に使われているのが４５リットルで少

し厚いです。青森市の例では、４５リッ

トルという条件であれば、約１５円で売

られているということです。それについ

ても、４０リットルの８円と４５リット

ルの１５円、厚さも違い、様々な要素も

あります。一概に比較できるものではあ

りませんが、情報提供ということでお伝

えします。 

農村環境改善

センター 

緑色袋を町会連を通して買って使

っていると思います。６月に１回注文

を取っていて皆さんに配布しました

し、１０月頃に２回目の注文が来ると

思います。そうすると、来年の３月で

すか。その時に急に黄色になったから

緑色の袋使えませんよということに

なれば混乱が出てくると思いますの

で、早めに広報などを通じて市民の皆

さんに周知しておかないと様々な問

題が出てくると思います。１つくらい

多く買わないといけないという人が

いると思う。３月になって、黄色い袋

でなければならないということにな

れば、余った袋はどうすればいいのか

という苦情が出ると思うし、様々な問

題が出ると思います。多く買わないで

という話でしたけど、こういう場に来

ている人はある程度わかっています

けど、一般の人はわからないと思いま

す。これについての啓蒙は十分あとで

文句がないよう、ましてや袋を斡旋し

た町会長に文句が来るようであれば

我々は困るわけです。それについて責

任を取りようがありませんので、そう

いう問題が起きる前に当然みんなが

わかるように周知徹底はしてもらな

今のお話十分こちらでも反映させな

がらこれから色々対応していきたいと

思います。また、試行期間のようなもの

も設けていきますので、急にこの日から

使えないということにはなりません。あ

る程度何ヶ月間は試行期間で指定袋で

出しても、余った分の袋で出しても良い

という期間は設けていきたいと考えて

おります。 
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いと、切り替えるときに十分気をつけ

て対応してもらいたいと、よろしくお

願いします。 

農村環境改善

センター 

広報の資源物の売り払い等に得ら

れた収入１億１５００万円について、

これもうちょっと検討してもっと多

くできないかなと思うが、そこら辺は

如何なものでしょう。 

基本的には、市でごみを収集して、そ

の分別したものを資源物として売り払

いをしています。分別を今以上に徹底す

れば増えると思いますが、資源物の売買

だけではごみ処理経費の一部しか賄え

ません。周知徹底はしていきますが、市

場価値というものは売り方とかではな

く、引き取り価格というのがある程度決

まっています。高く売れるようにはして

いきますが、この数値を抜本的に変えて

いくのは難しいと考えています。 

農村環境改善

センター 

ごみを集めてご飯を食べているよ

うな人もいるみたいなので、その辺も

きちんとしてもらえればこの収入も

増えると思います。 

集積所から持ち去りをする人がいる

ということだと思いますが、確かにそう

いった方がいるのが現状だと思います。

市としましてもそういった人を特定で

きるように努め、注意や啓蒙活動をやっ

ていきたいと思います。 

農村環境改善

センター 

販売店ですが、今までどおり町会連

を通すのか。 

基本的に市で想定している販売方法

は、お示ししている袋の大きさや厚さ、

色といったものを市が決めるというこ

とです。そして、その仕様を満たした袋

を事前に登録した業者が自由に流通す

るというのが今回の指定袋制度になり

ます。登録をした業者であれば町会連合

会であっても技術的には販売すること

は可能です。ただし、町会連合会がこの

制度に参加するかどうかということに

なりますので、市としては、そこは妨げ

ませんが町会連合会がどう考えるのか

ということになります。 

農村環境改善

センター 

この地区の販売店というとコンビ

ニもないし一般の個人商店ぐらいし

か物を売っているところが無い。そう

いった販売店が無いから町会を通じ

先進自治体でも多くあるケースとい

うことで我々も検討しているところで

す。買い物する場所がないということ

で、基本的にはコンビニやスーパーさん
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て買っていますが、買い物の過疎地と

いう位置付けで、そういうのを検討し

てもらえればなと思います。 

で販売するのが主ですが、例えば弘前市

の販売店だけではなくて、近隣の境界か

ら近い販売店でも取り扱ってもらうよ

うに市が働きかけはしていきたいと思

います。ただし、制度として、市は販売

を強制できませんので、コンビニやスー

パーで置いても元を取れないので置き

たくないと言われると、そこまで強制は

できません。市としてはそういったニー

ズをいただければ、直接担当者が店舗等

にお願いに行きたいと思っております。 

農村環境改善

センター 

清掃ごみと剪定枝の取扱ですけど、

これには草刈の草は入っているので

しょうか。 

草については入っていません。草につ

いて入っていない理由として、県内で弘

前市以外の市が指定袋又は有料化を実

施しているとお話しましたが、草を対象

外としている自治体は指定袋制度を実

施しているところはありません。有料化

の場合は対象外としているところはあ

りますが、指定袋制度の場合は集積所に

指定袋以外のもので出されてしまうと

散らかってしまうなどのデメリットが

あるということで一般的に指定袋の対

象としています。当市においても剪定枝

については今までどおり縛って出して

いただき、葉については袋に入れて出し

ていただきたいという案で進めている

ところです。 

農村環境改善

センター 

この黄色い袋でやれば全部問題簡

潔ですか。今までどおりにやってはだ

めですか。 

この指定袋制度を導入した目的とし

てごみの減量化・資源化の推進というこ

とで、一つはごみを減らそうということ

です。基本的には今まではどんな袋に出

しても良かったが、今後は決められた袋

に出すことによって、それぞれ自分がど

れくらいのごみをどの程度出している

のか意識を以前と比べてするようにな

ると思います。例えば、今まで賞味期限

切れで捨てていたようなものを気づく

ようになり、そういったものをごみとし
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て出さなくなるような動機付けが働く

ということで、他の自治体も結果を出し

ており、それを目的として行います。二

つ目の目的としてごみの分別や適正排

出の推進ということで、まずは燃やせる

ごみと資源ごみをきちんと分けるとい

うことで分別を促進したいと考えてい

ます。周辺の地域からごみが捨てられて

集積所を管理している町会の人が困っ

ているという地域が沢山あります。例え

ば記入欄を設けることによって、町会の

ルールを独自に決めたとすると、その守

った人と守っていない人を今後分ける

ことができます。ルールを守らない人を

指導するに支障があったが、今後はきち

んと出している人と出していない人の

量など地域ごとの統計を取っていきた

いと思います。そういったものを通じて

他の市町村から捨てられている、捨てら

れている場所はどこかをしっかり調査

して、できるだけ町会の皆さんの負担を

減らせるようにやっていきたいのが一

つの目的です。こちらの地域では集積所

があると思いますが、場所によっては袋

が出されていてもごみなのか収集作業

員がわからないことが結構あり、収集し

てトラブルになるということもありま

す。そういったことを防ぐためにも、ご

みだとわかりやすくするために指定の

袋を作ることが３つ目の目的です。見え

にくい袋だと、例えば鋭利なものなど危

ないものが入っていて作業員がけがを

してしまうということがありますので、

そういったことを防ぐのも目的です。指

定袋というのはこういったことを防ぐ

一つの方法になるとは思いますが、これ

だけで当市のごみが多いというのを解

決できるとは思っていません。市として
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もできることをやっていきたいと思い

ます。 

農村環境改善

センター 

当然、我々町民は指定の黄色い袋で

出してくれると思います。これは結構

なことですけど、どこの町会でも一番

困っているのは、他所の地域の人がポ

イ捨てしていくことです。我々は黄色

い袋で出しますが、通勤途中で捨てる

人はレジ袋とかで出していってそれ

は回収されないわけです。それを各町

会のごみに携わっている人がどうい

う方法をとって処分をすればいいの

か、頭を悩ませているわけです。今ま

では指定の袋でなく緑色の袋も使っ

ていましたし、ちょっとした買い物袋

でも持って行ってくれましたので、対

応している町会の方は残された場合

は今まで以上に苦慮していると思い

ます。それについてはどう思います

か。 

原則として市民の皆さんには黄色い

指定の袋を使っていただき、使っていな

い場合は残していきますといった伝え

方をしていくことになります。基本的に

は指定袋で出していない方が次には指

定袋で出して下さいというのが原則論

です。ただし、実際のところは町会の相

談を受けながら、個別に残ったごみをど

うするかは考えていきたいので、この場

においては原則では指定の袋で出して

くださいというとこまでしかお話はで

きません。現在、どんな袋でも良いので

捨てやすいと思います。指定袋になる

と、リスクを犯してまでとなると目立つ

ため、指定袋になると出来なくなると思

います。ケースバイケースですけれども

相談していただき、負担にならない方法

で、例えば今でも推進員の方が善意で仕

分けしてやっていただいている町会も

ありますし、市でやってもらわないと困

るという場合もあれば、こちらで伺って

迷惑をかけないようにしたいと思いま

す。 

農村環境改善

センター 

水キリ器を毎戸に配付とかできな

いのか。 

水キリ器は種類がありまして、配付し

た水キリ器というのは、生ごみを挟み込

んで手を汚さず捨てることができます。

水切りネットを使って手で絞って捨て

ていただく、一日置いて水を切って捨て

ていただく等、やりやすい方法で協力い

ただければと思います。 

農村環境改善

センター 

黄色いごみ袋をやれば、全部良いこ

とばっかりのような答弁である。失敗

すればこういうことが起きるかもと

いうのは予測したことないですか。 

良い事ばかりではないのではないか

ということですが、制度を実施しますと

それを守らない方がいて町会の人が困

惑することや、逆に不法投棄が増えるな

ど様々な意見があります。市としては最
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終的に良い所、悪い所を比較して良い所

の方が大きいということで採用すると

いうことです。悪いところについては、

できるだけ無くし、皆さんにご迷惑をお

かけしないように努めていくしかない

と思います。 

農村環境改善

センター 

去年、りんごを袋に入れて捨てるは

駄目とされた。そしたら次の日から、

私の畑の隣の川に捨てていた。そうい

うことがすぐに現れる。例えばそうい

うとき、黄色い袋ではないので持って

行ってくださいと言ってもいいのか。 

トラブルになるので、町会で開けられ

ない場合は市にご相談していただくと、

不要なトラブルが無くなると思います。

指定袋制度を導入するにあたって五所

川原市も視察しました。五所川原市はフ

ルネームを書かないと集めないそうで

す。大館市は人口が多いので、名前を書

かせるのは厳しいという話はありまし

た。破けやすい袋でも、ダンボールでも

なんでも良い状況で一番苦労している

のは町会の管理している人でご迷惑を

お掛けしています。他自治体の対策につ

いても情報を集めながら細やかにやっ

ていきたいと思います。 

北辰学区高杉

ふれあい 

センター 

ごみ袋の値段が違うという説明が

あったが、値段が違うというのはまず

いのではないか。 

指定袋については、規格や仕様を決め

るだけで値段が違うことはあると思い

ます。現在、推奨袋とされているものも、

スーパーによっては特売品になったり、

町会連合会で斡旋しているのは若干値

段が高かったり、現在も決まっていませ

ん。逆に決めてしまうと、独占禁止法や

価格統制など問題になる部分があると

思います。 

北辰学区高杉

ふれあい 

センター 

・弘前ではどうしてプラスチック

を燃えるごみとして出しているのか。 

以前はプラスチックも分別していま

した。プラスチックを分別しても一つが

綺麗に洗われていなければ、ほとんどリ

サイクル出来ていませんでした。皆さん

一生懸命分別したものがほとんど燃や

されているという実態がありました。ま

た、収集コストもかかりますし、その他

プラスチックは以前の施設だとダイオ
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キシンの関係で、燃やすことが出来ませ

んでした。現在の施設はダイオキシンが

発生しないような仕組みになっており、

燃やした熱量で発電を行い、サーマルリ

サイクルにも貢献しています。様々なこ

とを勘案した結果、燃やせるごみとして

出した方が市民の負担にならないとい

うことで、総合的に考えて燃やせるごみ

としたものです。 

北辰学区高杉

ふれあい 

センター 

他の市町村でプラスチックを燃え

るごみとしている所は、多いのか、少

ないのか。 

処理をする工場の都合が大きく、黒石

では施設で燃やせないので、分別して集

めてなるべくリサイクルできるものは

リサイクルしたとしても、残りは燃やさ

ず埋めています。しかし、埋立処分場の

寿命が短くなります。当市は、燃やして

容量を減らして埋立処分場の延命化に

繋がっています。 

北辰学区高杉

ふれあい 

センター 

ここは農村部なので、農業委員会の

時も意見が出ていたが、例えば黒星病

のものを袋に入れて出すとか、剪定枝

は町会によっては独自の回覧板を出

しているが、多くなると出す人も出て

くる。肥料袋やビニールはあまり出さ

なくなった。ハウスの破損したものな

ど。それは農協でもやっている。ただ、

黒星病のものについては、ダメなのか

何個なら良いとか教えてほしい。 

農業系のごみは事業系ごみというこ

とになります。市で収集するのは家庭系

ごみなので、農家の作業から出るものは

全て集積所に出すことは出来ません。 

北辰学区高杉

ふれあい 

センター 

質問の答弁でそう言うのは良い。ご

ちゃごちゃしているので一般の人が

全てわかるようなものを希望する。 

当市は農業者も多いので農家が出す

廃棄物についても今の話を参考に情報

を伝えていきたいと思います。 

北辰学区高杉

ふれあい 

センター 

農家ではないのでそういったこと

は始めて知りました。 

事業系ごみは全て集積所に出すこと

が出来ません。市内だとお菓子屋さんの

前で大量に卵が集積所に捨てられてい

るところがあって、どうみても家庭で使

わないような量が捨てられています。店

舗兼住居で、これは家庭から出たと言う

人もいますが、明らかに違うと判断した
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場合、収集しません。そういったところ

も家庭系と事業系をきちんと区別した

いということで指定袋も有効かと思い

ます。 

北辰学区高杉

ふれあい 

センター 

店舗兼住宅は自分で捨てているの

か。 

収集業者にお金を払って依頼してい

ます。事業者も理解していないところが

ありますので、事業者向けのごみガイド

ブックを作って、適正に処理しないと違

反ですということで事業所訪問してい

る。 

北辰学区高杉

ふれあい 

センター 

一般業者さんにガイドブックは渡

ってないのか。多分、店舗兼住宅の人

はほとんどわかっていないのではな

いか。 

渡ってないところもあると思います。 

お話のあった、家庭と事業所が一緒にな

っているところについては、全市的に収

集するものにリサーチをかけてもらっ

ており、そういった疑いが出てきたら市

が直接、電話や訪問をして家庭系として

出さないで下さいと指導を行っていま

す。作成した事業系ガイドブックを、急

に全事業所というのは難しいですが、全

市的に指導体制は行っておりますので、

今後も強化していきたい。 

北辰学区高杉

ふれあい 

センター 

事業系ごみはリサイクルに回って

いるということですか。 

事業系ごみも分別をして中間処理施

設に搬入された場合はリサイクルされ

ます。 

北辰学区高杉

ふれあい 

センター 

ほとんどリサイクルされていない

と聞いた。事業者の方も忙しくて分別

している暇がない。 

家庭系と比べると事業系は分別がさ

れていない部分が大きいかと思います。

各事業所に訪問して、直接課題を伝えな

がら指導していくというのを平成２７

年度から始めており、全ての事業者に行

っていきたいと思っています。 

北辰学区高杉

ふれあい 

センター 

我々小さいときからお城と桜とり

んごの町というキャッチフレーズで

ずっと来ている。お城と桜は経費もか

けて研究もしているし、かなりのレベ

ルでやっていると思う。りんごは生

産、販売、それと教育、りんごが無く

なれば特長が無くなるようなもので、

黄色の袋を使用するのは燃えるごみ

と燃えないごみだけです。スーパーの中

身の見える半透明の袋は他のカン・ビン

や容器包装などに使っていただいて結

構です。燃やせるごみと燃やせないごみ

については、今後それ以外の袋で出され

た場合は収集しないということになり
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教育ということで農業委員会と連携

して、りんごの投棄、剪定の処理、焼

却、農薬の袋など教育ということで、

お手数だとは思いますがアピールし

て強い宣伝をしてもらいたいと思う。

我々みたいのはパソコンで作った小

さい文書が来ても、見ているのかもわ

からないし、効果もわからない。むな

しくなってしまうので考えてもらい

たい。袋が黄色に変われば、スーパー

の袋で出している人もいると思うが、

スッキリわからせるためにはどうい

った説明で、どういった考え方で指導

すれば一番良いのか。 

ます。 

北辰学区高杉

ふれあい 

センター 

ステーションには白と黄色の袋し

かないということですか。 

その日によりますが、燃やせるごみの

日は黄色だけになりますし、カン・ビン

の日だと透明または半透明の袋になる

と思います。 

北辰学区高杉

ふれあい 

センター 

中身が見える袋でなければいけな

いのか。お店であれば中身が見えない

袋を出しているところもある。そうい

ったのは使わないようにすれば良い

のか。 

現場の判断となりますが、どれくらい

が半透明なのかという議論になる自治

体もあるようです。透過性が何パーセン

トなのかは分らないですし、スーパーで

も真っ白のものもあります。最近ではス

ーパーでも考えているのか、ゴミ出しに

使えるように中身が見えるような袋が

多いと思います。真っ黒や真っ白で見て

もビンなのかカンなのか分からないと

収集作業員の判断になりますが、それは

なるべく避けていただきたいです。 

北辰学区高杉

ふれあい 

センター 

あまり、ごちゃごちゃしないように

してもらいたい。ごみですごく苦労し

てきた。 

指定袋以外のものを自分たちで調査

できないから市に調査して下さいとお

願いしやすくなるというメリットはあ

ると思います。 

北辰学区高杉

ふれあい 

センター 

私が危惧しているのは、今よりトラ

ブルが増えるような感じがした。燃え

るごみの日に、指定のごみ袋以外の袋

で捨てることが多くなるのではない

指定袋が始まると、すぐには周知され

ませんし、何回かそういったことがある

と思います。経過期間を設ける予定で、

ある一定の期間については、違う袋で出
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か。 しても、ある程度は回収するようにしま

す。経過期間が過ぎると指定袋以外は収

集しないようになります。 

北辰学区高杉

ふれあい 

センター 

残されたものはどう処理すれば良

いですか。 

現在も燃やせないごみの場合は、次の

燃やせないごみの日まで置いています

が、燃やせるごみの生ごみは長い間置け

ないと思います。他の自治体でどうして

いるかというと、一回は置いていくそう

です。そうしないと何でも良いとなって

しまうので、逆に収拾がつかなくなるそ

うです。ただし、時期にもよりますが、

午前中は置いて、午後回ったときに収集

するなど、一日も置けないことも多いそ

うです。冬場なら大丈夫という時がある

かもしれません。中身を見て生ごみでな

ければ次の収集日まで置く場合もあり

ます。それについては、回収できません

というシールを貼るという対応をさせ

ていただきます。あまりにも酷く集積所

が大変ということであれば、ケースバイ

ケースになりますが、環境管理課に相談

ください。必要な対策をさせていただく

など、一緒に考えていきたいと思いま

す。また、指定袋以外では捨てにくくな

る効果のほうが大きいと思います。現在

は何の袋でも良いので色んな捨て方を

されると紛れてしまいます。町会で綺麗

に指定袋で捨てているのに、わざわざど

こか違う所から来て目立つ白い袋や、別

の袋で出す人は少なくなると思います。

他の自治体でも、すぐに定着し、逆に排

除されやすくなるそうです。 

北辰学区高杉

ふれあい 

センター 

集積所に誰もいないので、捨てる人

は人がいないときを見計らって捨て

る。 

それも調べるのが大変だということ

であれば、状況を連絡いただければ対応

します。 

北辰学区高杉

ふれあい 

指定袋以外を置いていかれても誰

も対応する人がいないため町会が苦

指定袋は、色んな袋で捨てられるとい

うのは防げると思います。 
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センター 労する。 

北辰学区高杉

ふれあい 

センター 

捨てていく場所は決まっている。指

定袋になれば、ルール違反は減ると思

います。 

無回答 

北辰学区高杉

ふれあい 

センター 

現在、町会連合会から袋を買ってい

るが、スーパーで安く売っているので

そっちで買っている人が結構いると

思う。指定しても薄いのが出回って同

じようになるのではないか。 

指定袋を作るにあたっては、デザイン

と色と厚さは決めさせていただきます。

その厚さを下回って作ると違反になり

ます。抜き打ちで検査して、妙に安く売

っていて質が悪くて薄いなどの場合に

は業者に指導を行います。指定袋にした

のにすぐ破けるとなると問題なので、袋

の厚さについては、きちんとした物にし

たいと考えています。厚さについては全

国でも一般的な厚さで業者でも作りや

すくて価格も安定した価格になるので

はないかということで０．０３ミリとい

う厚さを決めさせていただきました。た

だ、０．０３ミリ以上というのは人それ

ぞれで、高くてもより丈夫な袋を買いた

い人もいるだろうということで、０．０

３ミリ以上としております。 

北辰学区高杉

ふれあい 

センター 

町会で注文することになったとき

に、安いから違うところで買う人が結

構いる。 

安い方を買いたいという人もいれば、

買いに行く手間賃かけても町会で斡旋

する厚い袋が良いなど、人それぞれで

す。現在、町会連合会で販売するかどう

かわかりませんが、市としては取り扱っ

ていただいても結構です。スーパーで特

売などあるかもしれませんが、それにつ

いては市としては妨げることはできま

せん。 

北辰学区高杉

ふれあい 

センター 

同じものを安く売ったりするのは

構わないということで、大体一枚どれ

くらいを想定していますか。 

値段も始まってみないとわかりませ

んが、先進地の青森市は４５リットル袋

が一般的です。現在、推奨袋が４０リッ

トルでちょっと小さめです。青森市では

１枚約１５円で売られていると聞いて

います。町会連合会で売られているのが

１枚約８円で、４５リットル換算すると
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９円か１０円程度になると思いますの

で、５円程度は高くなると考えていま

す。ただし、販売場所によっては特売で

安く売るような場合があるかもしれま

せん。 

北辰学区高杉

ふれあい 

センター 

買う人の自由を尊重していること

はわかる。幅広くということで良く言

っているが、ルールやシステムからす

ると弱い。町会連でなければダメです

よとした方が良い感じがする。そうは

いかないのか。 

町会連も一つの事業者でコンビニや

スーパーの中の一つとして、町会連だけ

優遇することは出来ません。 

北辰学区高杉

ふれあい 

センター 

ごみの処理、対応など労力を減らし

ているのは町会なので、町会連を主体

にしていかなければならないと思う。 

町会連で袋を買いましょうとは市で

アナウンス出来ませんので、町会連で対

応することになると思います。 

北辰学区高杉

ふれあい 

センター 

市内で毎戸収集しているところが

沢山あると思うが、ステーションで協

力して苦労するのであれば毎戸でや

れば問題は解決する。ステーションで

やるから後始末とか問題が起きる。対

応している町会に見返りがくるよう

な制度にしないと、正直者が損をする

ことがないようにしてもらいたい。法

律とか色々あると思うが、そういうこ

とに市が協力していかないと一生懸

命やっている人、市の事業に協力して

いる人が少なくなる。毎戸収集につい

ては、場所がない人を説得させられな

い、どうにもならないのでという説明

をする。そういった事を改良しないと

いけない。 

何とかステーション化したいという

ことで、別な取組をしていますので、貴

重な意見として承ります。 

北辰学区高杉

ふれあい 

センター 

１０リットルとは、どれくらいの袋

か。 

コンビニで売られているペットボト

ル１本買って受け取るのが７リットル

くらいなので、それより少し大きいくら

いです。見本も環境管理課にありますの

でお越しいただければ確認できます。 

以上 


