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家庭ごみ有料化について住民意見交換会の要旨 

平成 22 年 7 月 18 日(日) 午後 7 時～午後 9 時 町立 西公民館 住民 58 名出席 町 10 名出席 

平成 22 年 7 月 24 日(土) 午後 7 時～午後 9 時 町立中央公民館 住民 14 名出席 町 11 名出席 

                町出席者：町長、副町長、総務部長（24 日のみ）、建設環境部長、次長、課長、主幹、環境課職員 4 名 

ご 意 見 等 回    答 

１． 家庭ごみ有料化の基本的な方針について 

・公平の原則というが、家当たりでなく、人数割にしてはどうか。 

 

 

 

 

・基本的な方針（案）の（案）を取るのは、町民も議会も了承し、

議会提案で議決をしてから政策決定の流れのはずである。誰がど

の権限で有料化の案を取ったのか。行政手続法違反ではないか。 

 

 

・「不適正処理防止に対する地域の取り組みへの支援」とあるが、支

援は見られない。言葉は奇麗だが町民まかせで、ステーションの

不法投棄物を町は引き取ってくれない。 

 

・徴収事務について、例えば自治会で行えば手数料を払うことは可

能か。 

 

・分別して出している人と、そうでない人も今は同じですが、有料

化を実施すれば、ごみの排出量に応じて費用負担をして頂くので

負担の公平になるのではないかと考えています。 

・人数単位で負担割合を変えるということは考えていません。 

 

・基本的な方針(案)のパブリック・コメントを実施した結果、有料

化に反対する意見があったが、基本的な方針の内容に関する修正

意見はなかったので、有料化導入に向けた町の考え方として基本

的な方針を定めたもので、行政手続法違反ではありません。 

 

・平成 21 年度からはステーションの不法投棄処分について自治会

に処分をお願いしたことがなく、町がすべて分別回収、掃除もし

ています。 

 

・自治会への手数料ですが、自治会にそこまでお願いするのはでき

ないのではないかという思いがあり、考慮していません。 
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(ご意見) 

・リサイクル率 32％を達成しているのに、減量・資源化をさらに促

進するのはなぜか。負担の公平化で、その差がどれだけあるか調

べた結果を教えてほしい。財政負担の軽減は、こういう意見交換

会でどうしたら負担軽減できるか諮ったらどうか。 

 

・一袋いくらと徴収されると、芝生、庭木排出でいっぱいになるの

で、生活ごみと庭木のごみも一律有料化としてお金を取られるの

はどうかと思う。 

 

 

 

２． 家庭ごみ有料化について 

・有料化の効果について、国崎クリーンセンターのごみ処理費用負

担額の削減は、豊能町だけ可燃ごみ量を減らす前提で試算をして

いるが、他の市町も減らせば運転管理経費はかわらないのではな

いか。 

 

・2000万円の収入のために袋代、売却先にいくら払うのか、パトロ

ール代は、職員を増やせば 2000万円は吹っ飛ぶ。 

 

 

 

 

 

 

・ごみ量は H８年から H20 年にかけて 16％減っているのに、委託

 

・国崎クリーンセンターのごみ処理費用負担額は、1 市 3 町が搬入

する可燃ごみ量按分で定めるので、他の市町より減量すればする

ほど負担額は削減できます。豊能町の減量が他市町の減量と同じ

であれば負担額は削減されません。 

 

・袋・シール作製費と徴収事務手数料で約 1800 万円を支出します。

ごみ処理手数料～この支出分を差し引いて 2000 万円の収入とな

ります。 

・不法投棄のパトロールは、収集職員が収集終了後に実施しており、

新たな人件費の発生はしません。 

・道路側溝、法面などに捨てられているペットボトルなども回収に

廻っており、不法投棄の防止につながると考えています。 

 

・東地区の下水道整備が整うことにより業務がなくなることから、
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料は 3 倍になっており、見直すべきでないか。 

 

 

 

・有料化することでごみの減量目標で 15％となるが、これは平成

21 年度の資源化率の実績 36％＋15％ということか。 

 

 

・現状の資源化率 36％とは何か。 

 

 

 

 

・委託料は、H8 年は 5100 万円で H14 年の水準まで下がったのな

ら、3,000 万円委託料が浮いて、有料化分がまかなえる。 

 

 

・全体ごみ量が減っていないのに、お金になるあきカン収集量は減

っており（H13 年、113ｔ→H21 年、65ｔ）、横からさらわれて

いるのか。これだけでも 1 千万の収益があがり、有料化押し付け

はおかしい。 

 

・人件費の財政に占める割合は 36.9％で 1 位、大阪市、千早赤阪村

に比べても比率が高い。管理職の構成もアンバランスでこれをま

汲み取り業者に法律に基づき可燃ごみの一部収集委託業務で補償

をしましたが、H21 年には可燃ごみを全て直営に戻したことによ

り 9100 万円に下がり、H14 年の水準まで下がっています。 

 

・可燃ごみに 25％資源ごみが含まれており、それを減らします。 

15％削減目標は、可燃ごみ量に関するもので、ごみ減量化計画の

資源化率に単純に 15％プラスされるものではありません。 

 

・ダイオキシン問題に係る公害調停の約束事項である平成 10 年度

の 50％減量を受けてごみ減量化計画を策定しました。減量だけで

50％削減は難しいので資源化も併せて目標としました。36％は 21

年度の実績です。 

 

・資源ごみの分別区分が増え、その分収集車の台数が多くなり、3000

万円削減できる約束はできません。また、委託料は、毎年分別区

分が増え、収集の細分化により委託料の増になっています。 

 

・あきカン収集量が減ってきている理由は把握していません。 

 

 

 

 

・管理職手当や一般職の人件費はカットしており、個々の職員給与

ベースで比較すると他の市町村より高いということはありませ
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ず見直すこと。 

 

・ごみ委託業務費用は、随意契約で競争の原理が働いていない。 

 

 

・国の動きで「有料化の推進を図るべきである」の前に、一般廃棄

物の適正な普及啓発、廃棄物のコスト分析などの検証が前提でな

いか。 

 

・第二次計画では、町が収集する前の減量は達成しているが、収集

した後の資源化は 220ｇの目標に対して 190ｇで達成できていな

い。町民が目標達成しているのに全体として達成していないのは

おかしい。 

 

 

・大阪府のごみ減量化の目標が 21％に対し、町の 40％、50％の目

標はおかしい。 

   

 

・審議会答申では啓発活動の拡充、不用品交換情報の提供、粗大ご

みの有料化から始めるべきとなっているが、全部しようとしてい

るのが疑問。 

 

・仮に有料化した場合の袋作成費、コンビニに託す委託料、周知に

ん。 

 

・判例上随意契約が認められている収集業務でありますが、町人件

費も下がっているので、業者にも下げてもらう交渉をしています。 

 

・ダイオキシン問題を契機にこれまで分別の徹底・資源化の啓発を

しています。 

 

 

・町の収集後の資源化を収集したものを国崎クリーンセンターで分

別、手選別して、容器包装プラスチックは再利用していますが、

不適物、容器包装プラスチックにならないものが含まれていて達

成できませんでした。可燃ごみに資源をいれないでと啓発してい

るが徹底できていないと考えます。 

 

・ダイオキシン問題に係る公害調停を踏まえ、廃棄物減量等推進審

議会の答申を受けて設定した目標であり、達成に向け努力すべき

と考えます。 

 

・不用品交換について、フリーマーケット、リサイクルフェア等町

で考えられることは実施しています。 

 

 

・袋・シール作製費と徴収事務手数料で 1800 万円です。 
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要する費用はどうか。 

 

・有料化でどれだけ金額が減尐するのか数字を示し、説明してほし

い。 

 

 

 

 

・広報 6 月号に 5 年間で 10 億 8 千万円との数値が掲載されている

が、この数値は有料化と関係あるのか。 

 

・生活ごみは 1 人 1 日当たりの排出量は 36 番目に多いとあるが、

大阪府公表の 1 人 1 日最終処理量で比較すると豊能町は 64g で、

府平均の 199g より上回り 2 番目で、充分削減している。 

 

・リサイクル率で町が頑張っているのにこれ以上なぜ有料化か。有

料化が必ずしも減量につながるとは思わない。 

 

・府の動きでは、平成 22 年度大阪府リサイクル率 11％平均、豊能

町は 32％と大幅に達成している。 

 

(ご意見) 

・ごみを捨てられて治安が悪くなったら何をしているかわからない。 

 

 

 

・有料化に伴う収入を約 2000 万円見込んでいます。それに加えて

有料化を導入した他市町村ではごみは減量しており、それらを参

考にして有料化導入で 15％減量を見込むと 1400 万円の国崎クリ

ーンセンター負担金が削減になり、合計 3,400 万円の効果額が見

込めます。 

 

・収集等の費用で、今後 5 年間で 10 億 8 千万円かかるという内容で

す。 

 

・リサイクル率が高いことから最終処分量が尐なくなると考えられ

ますが、ごみ総排出量は多く、その中でも可燃ごみ量については、 

 横ばいで減尐していない状況であります 

 

・可燃ごみの 1 人 1 日当たりの排出量では、横ばいまたは微増の状

況にありますので、有料化をもって削減できると考えています。 
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・可燃ごみは、燃やして燃料、電気の資源ごみにかわっている。原

料が可燃ごみというだけで、それを有料化するのはおかしい。 

３． 資源ごみの売却益について 

・資源ごみのあきカンについて不透明で、リサイクルプラザで年間

69t、132 万円程度のお金と市場価格で計算すると 952 万円にな

り、どこにお金がいっているのか。 

 

・資源物の売却益はどこに入るのかの説明がない。 

 

 

 

・クリーンセンターに資源と出したものがどのように町に還元され

ているか、もっと根拠を明らかにしてもらいたい。 

 

 

 

・ビンの３色分別を実施していくら業者委託が増えたのか、収益が

いくら増えたのか、人件費と費用が減ったのか教えてほしい。何

事も費用の推移やこれだけ財政を助けたという内容を示してほし

い。 

 

 

 

・あきカンの売却金額は、北京オリンピック前は高い金額でありま

したが、現在はそれほど高い金額では推移していません。 

 

 

・資源物の売却は国崎クリーンセンターの収入になりますが、結果

的に町の負担が減ります。町で紙類を売却しているものは、直接

町の利益になります。 

 

・ビンは常に組合で取り扱っており、排出量は組合の按分です。例

えば平成 20 年度は白ビン 23,750 円、21 年度は 206,798 円の収

益。茶ビンは 20 年度 11,196 円、21 年度 72,659 円。数字ではそ

うなっていますが、取引価格が毎年変動しています。   

 

・資源化でどれだけ収益があっても委託料は実際かかっています。

ビンは混合されたものを職員が分けていた手間が省かれ、３色に

して人件費がいくら軽減したか、などは環境特集号に掲載したく

考えています。 

 

４． 住民からの提案について 

・タウンミーティングで水切り、減量化をきちんと話したら有料化

 

・ごみの減量に関する啓発活動は、今後より一層進めていきます。
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の必要性がなくなるのではないか。 

 

・可燃ごみを減らすという啓発活動を徹底して町民へ説明してはど

うか。 

 

・以前、生ゴミ処理機の補助があったが、その効果はなかったのか。 

 

・チップの無料化も公表してはどうか。 

・吉川幼稚園のみみずコンポスト取り組みなどパーツをつなげれば

減量化につながる。 

 

・買われた店舗にごみを返却する取り組みを周知し紹介することで

町の有料化を防げるのではないか。 

コンポストも含めて生ごみ処理機は過去何千台と補助しました

が、効果がなかったとは考えていません。今となっては、補助制

度復活は難しいですが、段ボールコンポストという方法もありま

す。 

 

５． 町財政再建について 

・ごみ問題や個々の問題の前に、財政再建の全体像を示してほしい。 

 

 

 

・日下町長時の 6 部 1 署 17 課から、副町長が増え、7 部 20 課にな

っている。 

 

 

・すでに値上がりになった水道料金、ごみ有料化、健康保険料、手

 

 

・町の財政再建の全体像は、4 月広報に載せた財政再建計画です。

いろんな項目がすべて実行できたとして、町の財政がどれだけ改

善されるかという数字を示させていただいています。 

 

・池田町長になり機構改革により管理職が増えたということですが、

部署の構成は変わったが管理職を増やし給与ベースを上げること

はしていません。 

 

・バス、エレベーター、ごみ有料化など、住民や議会と話しながら
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数料の値上げが総額で幾らになるのか。 

 

 

・合理化、施設統合など行政側の努力を数字で示してほしい。 

 

 

・ごみ問題はわからないことや疑問に思うことばかりで、これを情

報開示、住民や第３者を入れてごみ処理の中身も事業仕分けをし

てください。 

 

・５年計画を見ると１０億８千万円、年間約２億円を越え、ごみは

減量しているのに、費用は３～４倍になるのか疑問を抱く。 

 

(ご意見) 

・広報を通じて理解しているが、やることが権力的で荒っぽすぎる。    

例えば、巡回バス有料化の問題も広報で出しただけで次から次へ

と住民負担を押し付ける。 

 

・橋下知事は行政改革を徹底してやったが、町職員は５％でお茶を

濁して、住民に負担を押し付けようとしている。 

 

・広報で説明してある案で財政再建が進まないゆえ、ごみ有料化や

水道料金の値上げを審議しなければならないことになっている。 

  

方向性を模索しているところで、トータルいくらという全体像は

今の時点で示すのは難しいです。 

 

・施設の統合により経費の節減は幾らということは、いろんな調整

をしており今の時点ではお答えできません。 

 

・事業仕分けについては議会の一般質問でもあり、平成２３年度か

ら実施します。 

 

 

・５年で１０億とは、可燃ごみの人件費、委託料、維持管理費な

どが年２億円で、５年で１０億ということです。 
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・税収が減るから町民の負担を増やすと、ますます魅力のない街に

なっていく。 

 

６．その他 

・新光風台のごみステーションに不法投棄があり、自治会役員が困

っている。 

 

・資料によって数値が違うので、ごみの量について統一した表現を

使ってもらいたい。 

 

・家庭系と事業系に分けて広報に載せてほしい。 

 

 

・議員は一緒になって反対しており、粗大ごみをまず有料化しよう、

一定量を越えたごみを有料化、箕面、池田がやっている方式があ

ると議員は言っている。 

 

 

 

・伊根町で粗大ごみのオークションをしていると言われていたが、

そういう努力はされたのか。 

 

 

 

 

・新光風台のステーションに不法投棄があったら町に連絡いただけ

れば回収をします。 

 

・ごみ量についての元データーは統一した数値を使っています。 

 

 

・家庭系と事業系に分けることについてはご意見としてお伺いしま

す。 

 

・一定量無料を検討したが、無料配布分の袋代経費などにより財政

負担の軽減につながらないため、廃棄物減量等推進審議会の答申

通り単純従量制を選択しました。 

・粗大ごみから有料については、町が目標とする可燃ごみの減量に

はつながらないので一括導入を考えました。 

 

・伊根町のオークションは、一度町の財産にして、オークションに

かけて売れ残ったものを返すという制度ですが、町にはその制度

がないので今すぐ対処はできません。 
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・町民は行政サービスを受けるのにどこに住んでいても平等と思う

が、ごみ収集において、住宅地は戸別収集、旧村はごみステーシ

ョンで、財政難だからステーション方式と思っているのか、それ

とも全戸平等な方式をいつ頃に考えているのか。 

・民間会社は手押し車などで狭い地域に対応しているが、狭い場所

だから住民が持って行けと思っているのではないか。場所により

戸別収集できるのか答えてほしい。 

・行政サービスが公平性を基本とするなら、過去の経緯と言わず、

改めるべきものはすぐ改めるべきでないか。 

 

 

・ステーション方式は、特に高齢者にとってはつらく、高齢者や体

が不具合の方についての行政の対応はどうか。ごみを運べない隣

家の方がおられるので、ステーション方式の件も含め役場に相談

に行ったら、言ってくれたなら戸別ですると言われた。 

 

（ご意見） 

・町長が言っていた住民対話が出来ていない。 

 

・意見提言があった場合、町には行政として受け止めるシステムが

ない。 

 

・有志代表が数名で町に 900 名に達する署名を届けて、返事をする

ことであったが返事が返ってこない。 

・行政サービスの公平性は基本ですが、現実問題できない部分があ

るのはご理解をお願いします。 

・過去の経緯もあり当面継続と考えています。地域によっては道幅

が狭くパッカー車が入れないので、別途小型車を購入しなければ

いけないなど、費用の面などがあります。 

・新光風台もそうであり、皆がよいと言っておられませんが、自治

会長会などで現状維持をお願いしています。 

・言っておられることは大きな問題で、今後の課題として取り組み

たいと考えていますが、今回、有料化に伴い粗大ごみから各戸収

集をします。 

 

・ステーションについて、家庭ごみの受け取りについて環境課は実

施していません。 

           ↓ 

 

高齢者・障害者に対する施策を担当する高齢障害福祉課に聞くと、

介護保険制度の中で対応できるところがあるようですが、町独自

施策はないことを聞いています。 
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・行政能力が非常に悪い。ダイオキシン問題でクボタと技術的な交

渉ができる職員がいたのか。 

 

・クボタに支払う残金があるような契約を気づかずにしてしまった

のか。 

・一昨年から 60 歳、65 歳、70 歳になったらどのような町のサービ

スが受けられ、施設を使えるのか広報してほしい。 

 

・ステーション管理は、美化委員がビンの区分けなど行っており大

変である。、ステーション方式を続けるのなら、美化委員を登録し

ないように話すつもりである。 

 

・負担平等なら収集も平等というが旧村はステーションに対してあ

る程度寛容、住宅地は戸別回収の現状である。 

 

・戸別収集に変えてくれない気がするが、袋代負担は戸別でもステ

ーションでも例えば大袋一律 45 円なのか。料金に差をつける考

えはあるのか。 

 

・ごみの処理経費など数字が羅列されているが、何を一番に減らし

たいのか。家庭系ごみの有料化を論ずるなら事業系ごみを外し、

家庭系ごみの数値等に限定しないと分からなくなる。 

 

 

 

 

 

 

＊回答欄には、当日回答できなかったものについても、町の考えを記載しています。 


