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公表   「家庭ごみ収集の有料化（可燃ごみ・不燃ごみ）方針（案）」に対するパブリック・コメント（意見募集）の実施結果 

 

 「家庭ごみ収集の有料化（可燃ごみ・不燃ごみ）方針（案）」に対するパブリック・コメント（意見募集）をしましたところ、貴重なご意見

等をお寄せいただき、ありがとうございました。 

 皆さまからお寄せいただいたご意見等を整理し、町としての考え方をまとめましたのでお知らせします。 

  

パブリック・コメント実施結果の概要 

１．意見募集期間  平成２７年１０月１日（木）から平成２７年１０月３０日（金）まで 

２．意見提出者数     ６名（連名による提出者  １名） 

３．意見件数      ２７件 

       内訳  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

方針（案）の該当部分 件数 

Ⅰ ごみ有料化の目的 １ ごみ有料化の背景 ０件 

２ 家庭ごみ有料化の目的 ４件 

Ⅱ 家庭ごみ有料化の実施方

針 

１ 有料化の対象範囲 １件 

２ 手数料負担の仕組み １件 

３ ごみの収集方法 ０件 

４ 手数料 １件 

５ 有料化に併せて行う施策 ３件 

方針(案)に該当しないご意見

等 

・住民のご意見を聞く場を設けること 

・パブリックコメントに関すること 

・豊能町ごみ減量化計画（第２次）に関すること 

・ごみ処理や分別区分に関すること 

・住見への周知に関すること 

・町財政に関すること 

２件 

１件 

６件 

６件 

１件 

１件 
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項目区分 意見等の内容 町の考え方 

Ⅰ ごみ有料

化の目的 

１ 家庭ごみ

有料化の目的 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ごみの排出についての負担の不公平感について述

べられているが、住民の中には新聞紙を巻いてごみ

を見えなくして排出している家庭もある。職員が個

別に訪問して職員が指導している姿を見たことがな

い。特に水切りだが、三角コーナー等使っても水は

完全になくならない。水切りの方法を教えてほしい。

行政としての指導など、これ以上できないところま

でやって有料化なら理解できるが、それなしに有料

化はとんでもない。 

○ごみの有料化は住み続ける住民にとって活力をな

くすことにつながる。意見を出す人は一握りであり、

有料化に反対する人は多数であることを認識すべき

である。「行政はここまでやりました。ここからは住

民の皆さんのご協力が必要です」と住民が納得でき

る材料を揃えてください。現在においては、有料化

について時期尚早だ。やれることをやってから考え

ても遅くないと考える。 

 

 

 

○方針（案）のＰ１～２で粗大ごみ減量の要因を述

べている。多少はそれらの要因があるかもしれない

 

 

・分別の徹底については、環境特集号や広報紙での周知はもとより、

井戸端会議やごみ減量化推進員会議等でも啓発とご協力をお願いし

てきたところです。また、水切りについては、生ごみについては手で

ひとしぼりするだけでもかなりの水分が出ますし、しばらく天日干し

しておくなどして重さを減らす工夫をされている方もおられます。今

後も、ごみ減量へ向けて住民の方が取り組みをされている実際の工夫

などについて、皆さんと意見交換し、情報発信するなど、更なる減量

に努めてまいります。 

 なお、有料化について時期尚早とのご意見についてですが、平成２

６年１０月実施の可燃ごみのごみ質調査でも、資源としての紙類・容

器包装プラスチック類など（約１８％）と生ごみの手しぼりによる減

量分（約５％）で約２３％との減量が可能という結果が出ました。現

状のごみ排出において更なる資源化と減量をするためには、国が示し

た（＊）経済的インセンティブ（動機づけ）が必要と判断し、家庭ご

みの有料化をお願いするものです。 

（＊参考：平成１７年５月に国が示した、一般廃棄物の排出抑制や再

生利用の推進、排出量に応じた負担の公平化及び住民の意識改革を進

めるため、一般廃棄物処理の有料化を図るべきであるとの方針に基づ

くものです） 

 

・人口流出も粗大ごみの減少の要因であると推察されますが、今回の

有料化は、粗大ごみの減少を根拠として考えているのではなく、現状
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Ⅱ 家庭ごみ

収集有料化

の実施方針 

１ 有料化の

対象範囲 

 

 

 

 

 

が、それだけではなく、本町の高齢化と若者の人口

流出で買い替えの耐久消費財は必要ないと考えら

れ、必然的に粗大ごみは減る傾向にある。これを根

拠に家庭ごみ収集の有料化（可燃ごみ・不燃ごみ）

へ向けた方針とは短絡すぎる。 

 

○可燃ごみ収集の有料化に反対します。「可燃ごみ」

は猪名川上流広域ごみ処理施設組合の発電設備の燃

料です。施設組合はごみ発電によって、施設内の必

要電力量を賄うだけでなく、余剰電力の売電によっ

て年間 67,899,600 円の収入を得ています。よって受

益者負担の原則から燃料調達のための費用は当然、

施設組合が負担すべきものであり、燃料を拠出する

住民に転嫁されるべきものではありません。 

 

 

 

 

○不燃ごみの有料化についても、個別の従量税的な

収集は経費倒れになりそうなので、実施面での困難

性から反対します。 

 

 

 

 

のごみ排出において更なる資源化と減量をするためには、国が示した

経済的インセンティブ（動機づけ）が必要と判断したものです。案に

示しています粗大ごみの排出状況については、有料化実施後の数値を

述べたものです。 

 

 

・家庭から排出される可燃ごみは、費用をかけて焼却という方法で処

理しています。したがって、燃料という概念で収集しているわけでは

ありません。発電はごみの焼却によって生じた熱を有効利用して行っ

ているものです。よって、「今般の有料化に伴う処理手数料を施設組

合が負担すべきであり、住民に転嫁されるものではない」という考え

方はあたらないものと考えます。 

 

 

 

 

 

 

・今回の有料化（可燃ごみ・不燃ごみ）の目的は、方針（案）Ｐ５～

６に述べているように、ごみの減量と資源化、ごみ排出量に応じた負

担の公平化、財政負担の軽減です。よって、「経費倒れになりそうだ」

ということはあてはまることではなく、有料化により新たな収入確保

と猪名川上流広域ごみ処理施設組合の負担金の削減により、町財政の

健全化に寄与するものと考えています。 
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２ 手数料負

担の仕組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 手数料 

 

 

 

５ 有料化に

併せて行う施

策 

 

 

○有料化には賛成する。一定量を超えたごみは有料

とする。最低量のごみを出す袋は、一家庭につき何

枚か無料配布し、それ以上は有料とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○家庭系可燃ごみの見込量を 3,545.74ｔと記載して

いるが、主要施策成果報告書では 4,541.35ｔとある。

この差異は何か。 

 

○町はまず、幹線及び準幹線道路の歩道に植えられ

ている街路樹を伐採すること。また、公園内の植樹

も最小限にすること。町がこのことを実行しない限

り、その沿線住民に落葉の清掃とその代金までも負

担させることになる。理不尽ではないか。町は落葉

・可燃ごみにおける全国的な調査でも有料化後、何年か経つと以前の

ごみ量に戻るという結果はあります。ただし、この傾向は超過量方式

（一定量無料で配布枚数を超えてから有料）の場合がほとんどで、単

純方式（１枚目から有料）の場合はリバウンドは少なく効果が持続す

るという結果が出ています。また、本年７月に大阪府内市町村の調査

を行ったところ、超過量方式の効果は小さく（可燃ごみで概ね 6%～

10数%の減。不燃ごみでは反対に 1%～10数%の増。）、単純方式の効

果は大きい（概ね 20％～30％の減。不燃ごみでは 23％～82％の減。）

という結果が出ています。超過量方式では効果が小さいにとどまら

ず、有料化前より増えたという自治体もありました。無料ということ

で、ごみを出せばよいという意識の表れではないかと思います。本町

の粗大ごみにおいても、有料化前と比べ約 73%の減量（Ｈ２４～２６

年度）という結果が出ています。よって本町においても、可燃・不燃

ごみの有料化にあたってはその効果を踏まえ、手数料負担の方法とし

て単純方式（単純従量制）を採用します。 

 

・平成 26 年度主要施策成果報告書の 4,541.35ｔには家庭系可燃ごみ

の他に、事業系可燃ごみも加算しています。 

 

 

・方針（案）Ｐ１１「（２）負担の軽減措置（減免）について」の後

段にあるように、地域の環境美化について住民との協働を図る観点か

ら、街路樹等の落葉についてボランティアで回収していただく方に専

用のごみ袋をお渡しします。住民のみなさんには、地域の環境美化に

引き続きご協力をお願いしたいと考えています。 
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シーズンに限定して、当該住民にごみ袋を支給すべ

きである。 

 

○川西市、猪名川町、能勢町、豊能町の 1 市 3 町の

広域で行っているごみ処理について、方針（案）の

Ｐ５で「ごみの排出量に応じた費用の負担をお願い

するもの」とある。構成市町村の中で一番人口の多

い川西市で有料化がされていないのに、先んじてす

るべきでない。また、方針（案）Ｐ１２で「猪名川

上流広域ごみ処理施設組合の処理費用、維持管理費

用の更なる軽減に向け取組を強化する」とある。構

成市町村の負担割合は単純従量制と、人口割を併用

したものと察する。人口割も併用となれば豊能町に

メリットがないことになり、構成市町村の足並みが

そろうことが大前提である。 

 

○処理費用の軽減に向けた取り組みについて、①方

針（案）Ｐ１２で「猪名川上流広域ごみ処理施設組

合の処理費用、維持管理費用の更なる軽減に向け取

組を強化する」とある。資源ごみ回収の日に、町の

委託業者が収集する前にごみを持ち去る業者が後を

絶たない。町の歳入になっていたものであり、早急

に条例を作ってごみの持ち出しを禁止すべきであ

る。 

 

 

 

・猪名川上流広域ごみ処理施設組合への負担金の内容として「施設管

理経費」と「公債費」があります。このうち「公債費」は、国崎クリ

ーンセンターの建設当初のごみ量により算定されているため、負担割

合に変動は生じませんが、「施設管理経費」の算定は、人口に関係な

く、各年度ごとの各市町の可燃ごみの量（植木剪定枝含む）に基づい

ています。よって、本町の可燃ごみ量が減少することは、ダイレクト

に負担金の削減につながります。 

 

 

 

 

 

 

・収集前にごみを持ち去る業者については発見後、注意指導を行って

います。 

 

 

 

 

 

 

 



- 6 - 

 

 

本方針（案）に該当しないご意見等 

項 目 区 分 町の考え方 

住民のご意見を聞く場を設けること 

○町長は選挙公約に「住民と行政の双方向コミュニケーションの促

進」を掲げたが、一度も町民との直接対話の場を持っていない。今回

のごみに際し、前回（平成 22 年）と同様に町長出席のもと、住民説

明会を実施すべきです。 

○ごみの減量化や家庭ごみ処理費用の削減等について、住民説明会を

開催し住民との意見交換会を開催することを条件として同意する。 

 

 

・家庭ごみ収集の有料化（可燃ごみ・不燃ごみ）方針（案）について

住民の皆さんのご意見をお伺いするために、このパブリック・コメン

トを実施しました。なお、本年 12 月の豊能町議会に上程を予定して

いる条例改正の可決後、有料化に伴う指定袋や美化ボランティア活動

への対応などについて説明会を開催します。また、ごみ減量へ向けて

取り組みをされている工夫などについて住民の方と意見交換し、更な

る減量に努めてまいります。 

 

パブリックコメントに関すること 

○町の実施するパブコメでの「町の考え方」は行政手続法の精神から

逸脱しており、一方的で公平性が全く保たれていない。住民の意見を

反映した実績がないのでは。 

 

 

・ご意見としてお聞きさせていただきます。 

豊能町ごみ減量化計画（第２次）に関すること 

○第２次ごみ減量化計画の目標達成が困難となっている理由はどこ

にあるのか。 

○「第２次ごみ減量化計画」に基づき、行政として実施してきた実績

を示して、その結果、住民の減量対策が不足していることを証明して

ほしい。 

 

 

 

・目標は「一人一日あたりのごみ排出量を平成１０年度に比べて５

０％削減（資源化と減量）する」というもので、平成２６年度におい

て３０数％の達成率となっています。平成９年６月の豊能郡美化セン

ターのダイオキシン問題以降、住民のみなさんには細かな分別（１１

種２０分類）とごみの減量・資源化に努めていただきました。しかし

ながら、平成２３年度以降、一人一日あたりのごみ量は微増となって

います。昨年１０月に実施した可燃ごみのごみ質調査において、資源
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○野菜くず等の水が多いというなら排出を減らすため、コンポストの

普及促進が必要であり、補助制度を設ける等の努力が必要である。 

 

○その他プラの引き取り先の確保は 

 

 

○紙オムツのリターナブル化は 

○剪定ごみのチッパーのサイズが小さく（5cm）なり、それを超える

太さの庭木剪定くずは可燃ごみに入るようになったのでは 

としての紙類・容器包装プラスチック類など（約１８％）と生ごみの

手しぼりによる減量分（約５％）で約２３％との結果が出ました。現

状のごみ排出において更なる資源化と減量をするためには、国が示し

た経済的インセンティブ（動機づけ）が必要と判断したものです。 

・生ごみ処理機については平成１１年度から平成２０年度まで、また

生ごみコンポストについては、それ以前から購入費の一部助成を行っ

ていましたが、制度の見直しのため平成２１年度に廃止しました。 

・その他プラスチック類についても資源化（RDF等）を目指していま

したが、技術的な問題に加え、猪名川上流広域ごみ処理施設組合での

資源化を断念したことから引き取り先はありません。 

・紙おむつのリターナブル化は、技術上可能か把握していません。 

・町所有のチップ化の機械の機能上、植木剪定くずの直径は５ｃｍと

しています。直径５ｃｍ～１５ｃｍは粗大ごみとして回収し、１５ｃ

ｍを超えるものは処理困難物となり、回収できません。 

 

ごみ処理や分別区分に関すること 

○「容プラ」については、プラマークがついていても、文字が小さく

て読み取れない、分離が困難なものがあるなどで可燃ごみや不燃ごみ

への投入が増えているのではないか。 

 

○家庭ごみ収集業務を外部委託することによる費用の削減は 

 

○資源ごみには集団回収もあるが、夫々に費用を拠出するのではな

く、一括して収集業務委託契約することにより費用の削減を図れるの

ではないか。それが出来ない場合は、その理由を明確にすること。 

 

・「容器包装プラスチック」の識別マークについては、資源有効利用

促進法に基づき、サイズ・デザイン等が定められています。ご指摘の

問合せ等は現在のところありませんが、ご意見としてお聞きさせてい

ただきます。 

・現在、直営によるごみ収集は可燃ごみと粗大ごみです。本町におい

ても将来的な検討課題と捉えています。 

・資源ごみのうち紙類については、行政回収と集団回収がありますが、

集団回収は自治会や老人会、子ども会が主体となって回収されている

ものであり、各団体がごみの減量に取り組んでもらえるような動機づ
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○容プラ・その他プラを一括してプラ類に分類し、工場に売却した場

合の費用対効果の評価結果を示してほしい。 

○植木剪定木屑の回収が少ないので、住民は生ごみの収集日に出すこ

とになる。このごみは減らないので別途収集する必要がある。 

 

 

○ごみ収集車に職員が 3名乗車しているが、2名体制にするべきであ

る。民間委託業者は 2名体制で行っており、人件費削減に取り組むべ

きである。 

 

 

 

けになるだけでなく、可燃ごみの削減につなげていただいていると考

えています。 

・把握することができないのでお示しすることができません。 

 

・一戸建ての多い本町では、庭の植木の剪定くずは多くなると思われ

ます。現在、月１回の収集で直営でチップ化作業を行っています。（チ

ップ化したチップは本庁と吉川支所に置いており、自由にお持ち帰り

いただけます。） 

・直営による職員の収集は可燃ごみ及び粗大ごみです。可燃ごみは３

名体制で、運転１名、両サイドにある家庭のごみを片側ずつ各１名で

行っています。これは可燃ごみが、どこの家庭でも日常的に排出され

ており、１人で両サイドの収集はごみの重量を考えると多大な負担と

なり、困難です。可燃ごみと粗大ごみ以外は業者委託で行っています

が、その排出頻度や重量に違いがあります。 

 

住見への周知に関すること 

○住民への周知については、自治会のごみ減量化推進員を活用して多

くの町民に知らせるよう徹底すべきです。 

 

・周知方法の一つとして、ごみ減量化推進員さんにお願いしたいと考

えています。 

 

町財政に関すること 

○「財政健全化推進プラン」には“ごみ収集の有料化”により平成２

８年から３年間毎年効果額として２６百万円計上しているが、猪名川

上流広域ごみ処理施設組合分担金の削減額なのか、その算出根拠を示

すべきです。 

 

・可燃ごみ・不燃ごみの処理手数料から指定袋製造などの必要経費を

差し引いた額に、可燃ごみ減量に伴う猪名川上流広域ごみ処理施設組

合負担金の削減額を反映したものです。 

 


