
一般廃棄物（ごみ）処理基本計画【後期計画】（素案）に対する意見の概要と市の考え方

番号 項目 意見の概要 市の考え方

1

第２章　ごみ処理基本計画
第１節 ごみ処理の現状と課題
１ ごみの分別区分
（５～６ページ）

　「ごみの分別区分」が記載されておりますが、
小型家電は市役所他数箇所で別途個別回収してい
ると記憶しております。
　当該内容を明示すべきと考えます。

　６ページの「図表2-1-1 ③燃やせないごみ」の欄に小型家電
の回収に関する記述を追加します。

2

第２章　ごみ処理基本計画
第１節 ごみ処理の現状と課題
４ ごみの性状
（１０ページ）

　「家庭系燃やせるごみの組成を見ると」との記
述がありますが、本来であれば「各ごみに占める
家庭系・事業系の比率」を明示すべきと感じま
す。
　集計上それができない場合はその旨明示すべき
と感じます。

　１０ページは、ごみの性状に関する記載であるため、家庭系
ごみと事業系ごみの排出割合に関する記載はしておりません
が、計画内に家庭系ごみと事業系ごみの排出割合についての記
載がありませんでしたので、参考資料として、ごみの排出量の
現状についての項（８ページ）に記述を追加します。

3

第２章　ごみ処理基本計画
第１節 ごみ処理の現状と課題
６ 再資源化の状況
（１４ページ）

　「焼却施設からの焼却灰の一部は、セメント原
料として再資源化するため搬出」とのことです
が、どの程度再資源化搬出されているのか、別に
記載ある様ですがここでも具体的数値を明示すべ
きと考えます。

　ここでは、主に再資源化の手法について説明しています。
焼却残渣を含む再資源化の量については、３３ページの「※本
市における再資源化」の項に記載がありますので、参照ページ
についての記述を１４ページに追加します。
　また、焼却灰の再資源化量の推移については、６２ページ
「施策　１０ 焼却灰の再資源化」にも記載しています。

4

第２章　ごみ処理基本計画
第１節 ごみ処理の現状と課題
６ 再資源化の状況
（１４ページ）

　発電寄与分（恋路クリーンセンター処理分）に
ついては別途記述ある様ですが、ここでもう少し
詳細な記述が必要と感じます。
　発電効率ＵＰを検討するべきと考えます。

　本計画では、燃やせるごみの削減を目標のひとつとしている
ため、発電寄与分に関する施策としては、可燃ごみを減らし、
発電効率を上げる、ということになります。
　発電の効率を上げるためには、可燃ごみ以外の異物を減らし
たり、生ごみ排出時に水切りを徹底して可燃ごみ中の水分を減
らすなど、発電効率の良いごみの性状にすることが重要となり
ます。
　発電効率を上げることは、結果的に可燃ごみの削減に繋がる
ことから、まずは可燃ごみの削減についての施策を重点的に実
施することが肝要と考えており、発電寄与分の記述については
原案のとおりといたします。

5

第２章　ごみ処理基本計画
第１節 ごみ処理の現状と課題
６ 再資源化の状況
（１６ページ）

　「図表2-1-14 県内他市のリサイクル率」では、
県内１３市中１２市では極端な差がない（２０％
弱～４０％弱）中、美祢市のみ極端に高い数値
（９０％強）となっております。
　なぜこのような数値となっているのか、当図に
付記しておくべき、と考えます。

　美祢市では、排出されるごみの多くが、ごみ燃料化施設にて
固形燃料化されています。（6,580ｔ/7,701ｔ＝ 再資源化量の
約８５％が固形燃料化）
　当該図表の欄外に、上記について付記します。
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6

第２章　ごみ処理基本計画
第２節 基本理念と基本方針
１ 基本理念
（１９ページ）

　「着実に ３Ｒ（リデュース・リユース・リサイ
クル）を進めます。」とのことですが、不要なも
のは買わないRefuse（リフューズ）、修理して長
く使い続けるRepair（リペア）　等、直近当該
「Ｒ」は増加傾向となっている、と聞いておりま
す。
　可能であれば、市行政として３Ｒ以外のごみ削
減対策に反映されます様宜しく御願いいたしま
す。

　３Ｒ（リデュース・リユース・リサイクル）以外の「R」は、
ご指摘の「Refuse（リフューズ）」、「Repair（リペア）」の
他にも、「Reform（リフォーム）：改良して再び使えるように
する」や「Returnable（リターナブル）：使った後は購入先に
戻す」、「Regeneration（リジェネレイション）：再生品の使
用を心がける」など、循環型社会構築のためのキーワードとし
て、現在も様々な「Ｒ」が追加されている状況です。
　この中で、「リデュース・リユース・リサイクル」の３つの
Ｒが循環型社会をつくるための基本的な考えであることから、
計画の基本理念としているところです。

7

第２章　ごみ処理基本計画
第３節 数値目標
３ 目標値の設定・見直し
⑴ ごみ発生・排出削減目標
① 家庭ごみ　※参考２
（２６ページ）

　「※参考２ リサイクルできないもの（焼却対
象）の判断基準（例）」は、もっと詳細が知りた
い、と感じました。

　リサイクルできないもの（焼却対象）の判断基準（例）とし
て、以下の品目を追加します。
飲料紙製容器：内側にアルミ箔が貼ってあるお酒やジュースな
どの紙パック
紙製容器包装：石鹸等匂いのついた箱、ピザなどの食べ物や油
が付いた紙製容器

8

第２章　ごみ処理基本計画
第３節 数値目標
３ 目標値の設定・見直し
※国・県との比較　（３６ページ）

　「※国・県目標値との比較」は、表記載のみと
なっておりますが比較が分かり難くなっておりま
す。グラフでの比較を実施頂けましたなら幸いで
す。

　比較しやすいよう、「排出量」、「リサイクル率」、「最終
処分量」の各項目について、国・県・市のグラフを追加しま
す。

9

第２章　ごみ処理基本計画
第５節 施策の柱Ⅰ 環境教育・啓発の
推進
３ 具体的な施策
⑴ 環境館を活用した啓発
施策１～２
（３９～４０ページ）

　環境館での各種取り組みの記載ありますが、環
境館の立地を考えた場合「市民の多数が参加す
る」啓発にはなかなかならない事が予想されま
す。
　同様/類似の啓発活動を市内中心部（市役所、支
所、駅前図書館他公共施設）でも実施する様（そ
の旨等計画にも追加する様）御願い致します。

　環境館では、循環型社会の形成や３Ｒの推進に向け、ごみ処
理状況の解説及び事業者や市民団体の環境活動の紹介などの館
内展示を行っています。
　また、環境館の利用促進を図るため、エコフェスタ等のイベ
ントや、ごみ減量化に関する各種講座等を開催すると同時に、
図書館や市民センター等の公共施設に、イベントや講座のチラ
シを掲示し、周知を図っています。
　さらに、環境館のホームページを作成し、インターネットを
活用した情報発信も行っています。
　これらの取り組みにより、現在、環境館には年間３千人以上
の来館があり、多くの市民に参加いただいているものと考えて
います。
　本計画では、目標年度である令和６年に、環境館の年間利用
者数を５千人とすることを目標としており、引き続き、利用促
進のための様々な取り組みを行ってまいります。
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10

第２章　ごみ処理基本計画
第５節 施策の柱Ⅰ 環境教育・啓発の
推進
３ 具体的な施策
⑶ 環境教育
施策５
（４４ページ）

　「啓発」を言うのであれば、行事催物の際など
「ごみが大量に発生する現場」において、ごみ分
別等の啓発実施を当計画に明示願います。
　例えば、催しの際でこそ、ゴミ捨て場に人員を
配置し、通常時と同様の分別を指導啓発する、あ
るいは一歩進んで「このごみが今後どうなるか」
をパネル等で教育すべきと考えます。
（下関市・馬関祭りや広島・フラワーフェスティ
バル、東京都内大学学園祭では既に前述対応（ゴ
ミ捨て場/ゴミステーションへの指導員配置・分別
指導・処理方法明示教育　等）が実施されており
ます。）

　ごみ減量や分別の方法、ごみ・環境に関する問題などに対す
る意識啓発を図るためには、市民に直接説明する機会を設け、
意見交換を行うことが重要となります。
　本市では、地域のイベントにリサイクル関連ブースを出展し
たり、ごみの現状と課題について徳山大学にて講義を行ってい
るほか、出前講座として自治会や婦人会・老人クラブ等へ出向
き、市のごみ・環境に関する施策や事業についての説明を行う
など、様々な機会をとらえて啓発を行っています。
　計画への記述については、「施策５：出前講座や講演会の開
催（４４ページ）」に、施策の内容として、イベント等への出
展による啓発について追記します。

11

第２章　ごみ処理基本計画
第５節 施策の柱Ⅰ 環境教育・啓発の
推進
（３８～４９ページ）
第６節 施策の柱Ⅱ ３Ｒの推進と廃棄
物の適正処理
施策８～９
（５９～６０ページ）

　企業に対する啓発、通知指導広報実施の強化を
御願い致します。
　例えば、企業事業所内の事情であっても、勤務
先で「ざつ紙は燃えるごみ」としている部署の従
業員が、自宅で「ざつ紙を資源ごみに分別」と言
う対応が果たして可能でしょうか。
　企業に対して、極力市行政分別と同様の対応と
従業員への指導を要請すべきと考えます。

　施策の柱Ⅱ ３Ｒの推進と廃棄物の適正処理 ⑷事業者への３
Ｒ推進協力依頼と指導（５９～６０ページ）にて、事業所から
排出される一般廃棄物の適正処理について啓発及び指導を行う
旨を記載しています。

12

第２章　ごみ処理基本計画
第５節 施策の柱Ⅰ 環境教育・啓発の
推進
３ 具体的な施策
⑷ 地域から発信する啓発
施策９
（４８ページ）
第６節 施策の柱Ⅱ ３Ｒの推進と廃棄
物の適正処理
施策１８
（６９ページ）

　「ゴミ回収（路上ごみ。不法投棄ごみ、海岸ご
み等）」による啓発実施の計画への明示を宜しく
御願い致します。

　自治会や任意団体が行う清掃奉仕活動に対して、ごみ袋を支
給したり、ごみ回収を行う等により、市民団体との連携と地域
での活動支援を実施しています。（４８ページ）
　また、近年、地球規模の課題となっている海洋プラスチック
ごみ防止啓発のため、関係団体と連携し、ポイ捨て等の不法投
棄防止等の啓発活動を行います。（４９ページ）
　さらに、市民からの通報等により不法投棄の発見・把握を行
うとともに、不法投棄防止看板の設置する等、ポイ捨てや不法
投棄をしにくい環境づくりに取り組んでいます。（６９ペー
ジ）
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13

第２章　ごみ処理基本計画
第６節 施策の柱Ⅱ ３Ｒの推進と廃棄
物の適正処理
施策３
（５４ページ）

「引き続き、環境館の無料リユースコーナーを実
施するとともに、利用者アンケートを実施しま
す。」とのことですが、環境館の立地状況から考
えて「無料リユースコーナー」の利用・認知程度
には疑問があります。
　環境館の各種最新情報を市内別公共設備（市役
所、支所、駅前図書館等）でも確認可能な対応を
実施願います。

　環境館では、限りある資源を有効に活用する循環型社会をめ
ざし、３Ｒの一つである「リユース」啓発のため、様々な施策
を実施しています。
　常設の無料リユースコーナーを設置しているほか、年２回開
催しているエコフェスタでは家具などのリユース品の無料抽選
会を行い大変盛況をいただいています。
　また、テーマごとに実施するリユースイベントを計画してお
り、今年度は、不用になった本のリユースをテーマに「まん
が・えほん市」を開催し、1,000冊以上の漫画と絵本を提供いた
だき、必要な方に持ち帰っていただきました。
　これらの取り組みは、市環境館のホームページに掲載したほ
か、ツイッターやフェイスブック等のＳＮＳでの情報発信及び
公共施設等へのチラシ掲示などにより、広く周知を図っていま
す。
　引き続き、より多くの方に環境館に来館いただけるよう、リ
ユースコーナーをはじめとする環境の取り組みについて情報発
信を行ってまいります。

14

第２章　ごみ処理基本計画
第６節 施策の柱Ⅱ ３Ｒの推進と廃棄
物の適正処理
施策４
（５５ページ）

「「周南市バイオマスタウン構想」に基づき、食
品関連事業者が排出する食品廃棄物を地域内での
熱利用、堆肥化、飼料化など、事業者自らの取組
みによる再資源化を促進します。」
との事ですが、「食品関連事業者が排出する食品
廃棄物」は本来市行政ではなく事業者が処理すべ
きものと考えます。
なぜ「事業所ごみを市行政が（税金を投入して）
処理するのか」明示の上、事業所に対して継続的
効果的な通知指導広報の実施を御願い致します。

　「周南市バイオマスタウン構想」に基づく取り組みについて
は、食品関連事業者が排出する食品廃棄物を地域内での熱利
用、堆肥化、飼料化など、『事業者自らの取り組み』による再
資源化を促進しています。
　行政は、食品廃棄物の減量と再資源化が進むように、排出事
業者への指導やリサイクルシステム構築への支援を行ってお
り、市が食品廃棄物の処理費を負担しているものではありませ
ん。
　引き続き、食品関連事業者自らに、食品廃棄物の再資源化に
積極的に取り組んでいただくとともに、市は事業所に対して継
続的・効果的な指導及び支援を実施してまいります。

15

第２章　ごみ処理基本計画
第６節 施策の柱Ⅱ ３Ｒの推進と廃棄
物の適正処理
（その他施策）

　ごみステーションの状況を見ますに、「一般剪
定枝葉」の廃棄が多数見られます。これらを「焼
却ごみ」では無い有効利用へ移行する施策を御検
討宜しく御願い致します。

　ごみステーションに排出された剪定枝等は、現状では焼却以
外の処理方法がありませんので、原案のとおりとしますが、有
効利用については研究してまいります。
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16

第２章　ごみ処理基本計画
第６節 施策の柱Ⅱ ３Ｒの推進と廃棄
物の適正処理
施策８
（５９ページ）

「事業者への３Ｒ推進協力依頼と指導」におい
て、「違反事業者に対しての指導を行います。」
との事ですが、違反業者に対しては厳しい対応
（処理依頼品目返送、違反状況公開）とします様
計画案変更を求めます。
そもそも、事業所発生廃棄物＝営業活動・利潤発
生活動の結果の廃棄物を市が市財源を使用して処
理することに疑問があります。
事業所発生ごみを市が取り扱うのであれば、それ
なりの対価を企業に求めてしかるべき、と考えま
す。
上記内容当計画に明示願います。

　事業系・家庭系にかかわらず一般廃棄物は、法令により市が
処理することになっています。事業系一般廃棄物の搬入に際し
ては、従前より産業廃棄物が混入しないよう厳しくチェックを
しておりますので、原案のとおりといたします。

17

第２章　ごみ処理基本計画
第６節 施策の柱Ⅱ ３Ｒの推進と廃棄
物の適正処理
施策９
（６０ページ）

「市内の大規模店舗に対し、廃棄物処理担当者の
選任やごみ減量・適正処理に関する計画書を提出
してもらいました。」との事ですが、これ以前の
記述には、商業施設によって資源物回収に差があ
ること、商業施設における3R他広報について言及
がありませんでした。
市行政として、企業に対して「販売者責任として
の資源物回収」、「販売者責任としての購入者へ
のごみ削減指導広報」の指導実施を当計画に明示
願います。

　従前より「事業用大規模建築物の減量等に関する計画書」の
提出依頼をする度に、関係事業者に対して、事業系廃棄物の適
正処理や減量義務を通知しておりますが、本計画に記載が無い
ことから施策９に「事業系ごみ処理に係る遵守事項を通知す
る」旨の記載を追記します。

18

第２章　ごみ処理基本計画
第６節 施策の柱Ⅱ ３Ｒの推進と廃棄
物の適正処理
施策１０
（６１ページ）

「焼却灰の再資源化」にて「焼却灰をできる限り
多く再資源化できるよう取り組みます。」との事
ですが、現状の焼却灰再資源化率や、焼却灰再資
源化が上げられない理由が不明です。
上記「焼却灰再資源化が上げられない理由」を明
示の上、「どうすれば焼却灰再資源化率上昇が可
能か」の具体的施策を当計画（案）に明示願いま
す。

　本計画では、燃やせるごみの削減を目標のひとつとしている
ため、可燃ごみの削減が達成された場合、必然的に焼却灰の量
も減少します。
　現状、燃やせるごみは減少傾向であり、今後も削減する計画
であることから、焼却灰の再資源化量も減少する計画となって
います。
　このため、本計画においては、発生した焼却灰をできる限り
多く再資源化できるよう取り組みますが、焼却灰の再資源化
量・再資源化率を上げることは目標としておりません。
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一般廃棄物（ごみ）処理基本計画【後期計画】（素案）に対する意見の概要と市の考え方

番号 項目 意見の概要 市の考え方

19 その他（計画全般）

　意見募集期間が、他の市パブリックコメント
（意見募集）と募集期間重なる上に年末年始の期
間も含む中で通常の意見募集と同様の１ヶ月の期
間設定は短いと考えます。
　期間の延長、又は期間内意見を反映させた資料
を再提示の上での意見再募集実施を求めます。

　周南市市民参画条例第１１条第２項の規定により、パブリッ
ク・コメントにおける意見の提出（募集）期間は、公表の日か
ら原則として歴月で１箇月となっており、本件についても、本
計画（案）の内容及び分量から１箇月が適当と判断いたしまし
た。

20 その他（計画全般）

　パブリックコメント（意見募集）の実施にあ
たっては、年末年始等市民の繁忙期や複数の案件
の実施期間重複を避けていただきたい。
　難しい場合は、パブリックコメントの実施期間
の延長をするなどの対応をお願いしたい。

　実施する案件等や件数によっては、時期が年末年始にかかっ
たり、複数の案件が重複する場合があります。
　案件の内容等を踏まえて、適切な実施時期・期間を設定する
ように努めてまいります。

21 その他（計画全般）

　一般市民が広く目にする媒体（新聞等）にどう
広告掲載した/記事掲載されたのか、『具体的(媒
体、掲載日、大きさ)』に提示願います。

　市広報２月１日号に、パブリックコメント実施記事（施策の
案件・対象・閲覧期間・閲覧場所・意見の提出期間及び提出方
法）を掲載しました（紙面1/4ページ分）。
　また、２月７日の日刊新周南に、パブリックコメント実施に
関する記事（施策の案件・対象・閲覧期間・閲覧場所・意見の
提出期間及び提出方法）が掲載されました（紙面1/6ページ
分）。

22 その他（計画全般）

　市広報誌へのパブリック・コメント(県民意見募
集)の記述が１回だけ（市広報は月２回発行ですの
で募集期間内に最低２回の掲載が可能なはず）の
理由を明示願います。
　市民からの意見募集拡大のため、市広報には常
に意見募集中案件を明示する欄を設ける、等の対
応を希望致します。

　一度お知らせした内容を市広報で再度掲載することは、限ら
れた紙面で少しでも多くの情報をお伝えする必要があるので、
原則、一度のみとしています。
　例外として、市民の生命や財産、また市民生活への影響が大
きい制度など、複数回にわたりお知らせする必要がある情報
は、理解が深まるよう追加の情報などを入れた記事を掲載する
場合もありますが、本件はその例外には当たらないと判断しま
した。
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一般廃棄物（ごみ）処理基本計画【後期計画】（素案）に対する意見の概要と市の考え方

番号 項目 意見の概要 市の考え方

23 その他（計画全般）

　意見送付市民数・意見数より、今回のパブリッ
クコメント（意見募集）の広報が十分になされた
のか御判断の上明示願います。

　パブリック・コメントの周知方法は、市広報及び市ホーム
ページへ募集の掲載、また、市ホームページ、本庁舎及び各総
合支所情報公開窓口、各支所及びリサイクル推進課で計画（素
案）の閲覧を行いました。新聞への広告掲載はしておりません
が、１紙に記事が掲載されています。
　周南市市民参画条例に基づき、市広報、市ホームページ等の
複数の周知方法により公表しており、適切に実施したものと認
識しております。
　より多くの市民から御意見をいただけるよう、引き続き周知
に努めます。

24 その他（計画全般）

　当件の内容は地域性専門性の高いものとなって
いると考えます。
　市民からの意見募集の他に、住民・関係者・専
門家からの直接の意見聞き取り等の実施を御願い
致します。

　本計画の策定に当たっては、学識経験者、廃棄物処理・再生
事業者、流通・販売事業者、住民代表者で構成される周南市ご
み対策推進審議会の委員からご意見をいただき、素案を策定し
ています。

25 その他（計画全般）

　文章内年（度）表記は、ほとんどが元号のみの
記載でした。
　年次把握が誰でもし易いように年代は全て元号
西暦併記あるいは西暦表記に統一頂けましたら幸
いです。

　原則として、計画本文の表記は和暦と西暦を併記します。た
だし、表については、文字が小さすぎて見づらくなることが懸
念されますので紙面の都合により、素案のとおり和暦による表
記とします。

26 その他（計画全般）

　所々に語句説明がありますが、他にも行政用語
専門用語が散見されます。　市民意見募集資料に
は常時文中あるいは別途資料での「語句説明/解
説」作成を宜しく御願い致します。

　専門的な用語等、説明が必要と思われる用語については「用
語解説」を行うように努めてまいります。

27 その他（計画全般）

　「ごみ」については市内各企業・商業施設との
調整、通知指導教育広報が重要と感じます。
　当計画(素案)への明示の他、市行政としての計
画遂行の際も注意御対応宜しく御願い致します。

　第２章 ごみ処理基本計画 第６節 施策の柱Ⅱ ３Ｒの推進と
廃棄物の適正処理 施策８（６０ページ）において、事業者に対
して、事業系一般廃棄物の適正に関する啓発及び指導を行うこ
ととしております。
　引き続き、事業系一般廃棄物の適正処理についてご理解いた
だけるよう、市内の事業者に対する啓発に努めます。
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28 その他（計画全般）

　当計画の対象となるごみについては、市内各商
業施設が独自にポイント付与実施等を行って回収
している品目もある、と認識しております。
　これら「独自回収」への協力依頼なり、非実施
商業施設への協力依頼なりも検討すべきでは、と
考えます。

　周南市の家庭から出される古紙等の資源物は、有価物として
の売払いによる市や活動団体の財源となることから市の定期収
集もしくは資源物団体回収制度をご利用いただくことが望まし
いと考えております。しかし、民間業者が独自に資源物回収を
行うことについては、特段妨げるものではなく、利用者の選択
肢の一つと認識しておりますので、協力依頼は考えておりませ
ん。

29 その他（計画全般）

　「前計画策定後推移と前期計画目標値の進捗状
況」の図示は判断材料として有難いです。
　市施策意見募集の際は、「前計画の目標数値と
数値推移実績」を常に明示されます様宜しく御願
い致します。

　今後とも、計画策定の際には、前計画策定後の推移や目標に
対する進捗状況等について、わかりやすく記載してまいりま
す。
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