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募集意見 （9件） 

番号 意見概要 対応方針 市の考え 

１ ○P.23 可燃ごみ：燃焼による熱を

低沸点溶媒で発電させるバイナリ

ー発電技術が進化し、設備がコンビ

ニ店ほどのサイズにコンパクトに

なっている。ゴミ発電も大幅にコス

トダウンしており、可燃ごみを「熱

資源」ととらえなおしていけないも

のか検討願います。（紙布５４％ 

木竹ワラ６％などは、有望な熱資源

です。） 

バイナリー発電は温泉の熱などを

利用して広がっており、施設も小型

化コストダウンが年々進んでいま

す。別府の民家では、温泉を利用し、

貴重なご意

見として賜

り、志木地区

衛生組合構

成市や組合

と連携して

まいります。 

 バイナリー発電を含む

「熱資源」の発電への利用

については、志木地区衛生

組合運営の富士見環境セ

ンターにおいて、基幹工事

の際の導入について研究

検討がなされています。ま

た、現在、環境センターに

おいて発生した熱につい

ては、センター内の給湯や

動力として使用されてい

ます。今後更なる利活用も

含めて志木地区衛生組合

構成市（志木市、新座市）

富士見市は「富士見市一般廃棄物処理基本計画第２次計画改訂版（案）」

に対する意見の募集を平成２８年２月１０日から平成２８年３月９日まで

行いました。 

その結果、９件のご意見をいただきました。お寄せいただいたご意見と当

該意見に対する富士見市の考え方は下記のとおりです。 



毎月 200 万円の収入を得ている例

もあります。（施設のレンタルコス

トを支払った後の収益） 当市でも

ごみ発電で収益を上げ電気の自給

率を少しでも高めましょう。 

や組合との連携を図って

まいります。 

 また、可燃ごみの主たる

組成である紙布類につい

ては、資源回収を通じリサ

イクル資源としての活用

を図ってまいりたいと考

えております。 

２ ○P.17 資源化率：かなり急速に低

下していますが熱資源としての利

用の余地が大幅に残されています。

バイナリー発電ではアンモニアを

溶媒とする例も有り。この沸点はマ

イナス 30℃から水の添加で調整可

能です。 

「分ければ資源」のスローガンが空

転しないように資源化の知恵を市

民と協働で出し合いませんか。この

数字はたいへん危機的な値です。 

資源化率の

低下につい

て、更に詳細

に説明させ

ていただき

ます。 

 近年はカン容器が鋼製

容器からアルミ製容器へ

移行する等、ごみの質的変

化によるごみ自体の軽量

化、また、電子書籍やスマ

ートフォンの普及等によ

るデジタル化が進んだこ

とにより、新聞紙や雑誌の

排出量が減少しているこ

とが資源回収量減少の一

つの要因となっています。 

 結果として総排出量に

占める資源回収量減少の

割合が大きいため、資源化

率が低下しております。 

３ ○51 頁下から５行目「環境教育・

環境学習機会の充実」 

 食育や資料館といった市の他の

教育プログラムとも連携すると、市

民にとって「入口」が複数となり、

効果的になるかと思います。 

 例えば、食育でいえば、自炊した

お惣菜や下ごしらえした野菜を上

手く保存すると、都度プラスチック

容器に入った惣菜を購入する機会

が減ります。野菜の葉や皮まで利用

する料理も生ごみを減量化できま

す。また、貝塚資料館は「貝塚＝古

貴重なご意

見として賜

り、関係機関

及び関係各

課と連携し

て事業展開

について研

究してまい

ります。 

 環境学習機会の今後さ

らなる充実のために、市の

他の教育プログラムとも

連携し、市民にとって効果

的な手法を関係機関及び

関係課等と連携して事業

展開について研究を行っ

てまいります。 



代のごみ処理場」を展示しているも

のですし、難波田城資料館の古民家

にも「昔の４Ｒ」があると思います。 

４ ○52 頁８行目「使い捨て品使用の

抑制を働きかけ、環境への負荷の少

ない製品・サービスを選択するよう

ＰＲしていきます」 

 千代田区は、地域のお祭りや縁日

などのイベントに際し、リユース食

器・分別ごみ容器を貸し出し、ごみ

の減量やリサイクル意識の向上を

図っています。当市でも参考にし、

食器洗い機を持つ事業所に管理協

力をお願いしながら、取り入れては

どうでしょうか。 

貴重なご意

見として賜

り、当市に適

した手法を

検討してま

いります。 

 ご提案頂いた千代田区

の例も含め、他自治体の先

進事例等を研究した上で、

当市に適した手法を検討

してまいります。 

５ ○52 頁下から５行目「家庭ごみ有

料化の研究」 

 ごみを多く出す方にデメリット

を付与するよりは、前頁や本頁の他

の取り組みに協力した方にメリッ

ト（ポイント等）を付与した方が上

手く行くのではないでしょうか。

「有料化」という限定された表現よ

りは、もう少し選択肢を広げた表現

の方が…という気がします。 

 ごみの元である商品等はもちろ

ん有料ですので、もともと皆、節約

につとめ、結果としてはごみも減ら

しているものと思われます。「モノ

が売れない時代」とも言われていま

す。経済成長が続いている局面にお

いては、家庭ごみ有料化も効果があ

りそうですが、昨今又は今後の経済

状況を考えると、効果は限定的では

ないでしょうか。 

 紙おむつのように、有料化されて

貴重なご意

見として賜

り、慎重に研

究してまい

ります。 

 有料化については国の

一般廃棄物処理基本計画

策定指針の中で、方針が示

されており、ごみの減量化

の手法の一つとして考え

られていますが、当市にお

いては、ごみ有料化に限ら

ず減量化を推進する施策

を総合的に研究してまい

りたいと考えております。 



もなかなか減らすことが困難で、子

育て・介護世帯を直撃してしまうも

のもあります。他にも、戸建てと集

合住宅、自炊の時間の確保などの世

帯の置かれた条件により取り組め

る範囲の差異（不公平感）もあるか

と思います。それらに減免措置をと

っていこうとすると、出し方が複雑

で分かりにくくコストもかかって

行く可能性があります。 

６ ○54 頁 18 行目「『大きな文字のご

み分別案内』の作成や小型回収かご

やキャスター付の回収かごの設置、

軽量かごの形状や耐久性、実際の使

用状況をテストするなどの研究を

行う」 

 町工場や大学（工学、眼科学、人

間工学、福祉学等）との産学官連

携・技術相談が有効な課題と思われ

ますので、そういった外部との協働

を推進していただければと思いま

す。 

 また、ごみ集積所のこれらの案

内・物品は、経年劣化しているもの

も多いので、広告を貼付して予算を

確保し、着実に更新するとよいと思

います（市で回収しない物の処理業

者・リサイクル店・古着・中古書店・

清掃業者等の広告）。 

貴重なご意

見として賜

り、引き続き

様々な機関

及び団体と

連携を強化

してまいり

ます。 

 最新の動向情報等を確

認し、軽量かつ耐久性に優

れた、利用しやすい物品の

採用については、今後さら

に研究をいたします。 

 なお、案内や物品につい

ては市からの貸与品であ

り集積所管理者の要望に

基づき、必要に応じて更新

をしております。 

 市民サービスの適正化

と合理的、効果的な収集運

搬体制を整備するため、引

き続き研究を行います。 

７ ○54 頁下から９行目「適正な分

別・排出ルールの遵守」 

 「遵守」を「策定・遵守」として

はどうでしょうか。メーカーが安全

のために商品を改良するなかで、市

民が現在の分別ルールを遵守する

ことが難しいものが出てきていま

貴重なご意

見として賜

り、周知、広

報を更に充

実させてま

いります。 

 最新の製品事情を踏ま

え、適宜ルールの見直しを

図っております。 

 製品の多様性の中で、市

民の皆様が排出に困らな

いよう、周知、広報を更に

充実させてまいります。 



す。 

 例えば、電子体温計やコードレス

電気蚊取は、幼児の誤飲やいたずら

防止のため、電池が容易には取り出

せないようになってきています（ル

ールでは、不燃と、店舗回収 or 有

害ごみに分別）。また、置き型のワ

ンプッシュ式蚊取り（透明のプラス

チックボトルに高圧で薬剤が充填

されたもの）は、使用形態がスプレ

ー缶に近いため、無理に穴を開けよ

うとする人もいます（穴を開けると

破裂するので危険）。 

８ ○71頁下から 16行目「超高齢社会

への対応」 独立の項目までは必要

ないのかもしれませんが、超高齢化

と並んで、９頁５行目「世帯あたり

の人員の減少割合が大きく、世帯全

体に対し単身者世帯や核家族世帯

の割合が増加傾向」という変化につ

いての対応も考えられないでしょ

うか。 こういった世帯は、なかな

か家事の時間が取れず、プラスチッ

ク容器で包装された中食（惣菜）に

頼らざるを得ない面があります。家

を出る時間が早朝で、ごみ出しの時

間が早くなる傾向もあります（カラ

ス対策では好ましくない）。 

貴重なご意

見として賜

り、ごみの排

出に対する

施策を今後

研究してま

いります。 

 世帯構成やライフスタ

イルの変化に即応できる

ごみの排出に対する施策

を今後研究してまいりま

す。 

９ ○73頁１行目「２章 生活排水処理

今後の課題」 

 下水道に接続するディスポーザ

ー（生ごみ粉砕機）について、抑制

すべきものか、あるいは積極利用す

るべきものか、言及が必要ではない

でしょうか。積極的に施策に取り入

れている例としては下記の自治体

ディスポー

ザーの使用

の可否につ

いては本計

画中におい

て言及いた

しません。 

 当市の下水を処理して

いる県の施設において、デ

ィスポーザー使用による

汚水の処理がそのままで

きないこと、また下水管に

かかる負荷が大きいため、

他の自治体と同様に、ディ

スポーザーの利用につい



があります。 

 十和田市は、 (1)高齢化社会にお

けるごみ出し作業の軽減、(2)集積

所での臭気・鳥獣被害の軽減、(3)

台所環境の向上、(4)少子化等に伴

う人口減少の影響により生じる下

水道施設の余剰能力の有効活用に

よる住民サービスの選択肢の拡大、

(5)普及促進によるごみの減量化…

を目的として（同市ディスポーザ設

置検討委員会報告書）、直接投入型

ディスポーザーの導入を可とし、一

部地域で使用されています。 

 また、岐阜市では、「下水汚泥の

資源化施設を活用し、直接投入型デ

ィスポーザーを介した生ごみの資

源化」に取り組むようです（同市「ご

み減量・資源化指針 2011」15頁 基

本施策３、「岐阜市上下水道事業中

期経営プラン」平成 27（2015）～

31（2019）年度 25頁）。 

ては限定的としておりま

す。 

 今後の県の施設の整備

状況等の大きな改変がな

い限り、現施策を継続させ

ていただきたいと考えて

おります。 

 


