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１ はじめに 

 

■ごみ処理基本計画の位置づけ 

 

 ごみ処理基本計画は、一般廃棄物の処理責任を負う市町村がその区域内のご

みを管理し、適正な処理を行うための基本となる計画です。 

 高浜市では、平成１６年８月に「できることからはじめよう！ごみの減量」

を合言葉に「高浜市ごみ処理基本計画」を策定し、計画期限である平成２５年

度まで、市民の皆様のご協力のもと、ごみ減量、資源化の促進、環境学習の推

進などに努めてまいりました。 

 しかしながら、前回基本計画が策定されてから１０年が経過し、生活様式の

変化により、ごみの種類やごみ質に変化が生じており、現状のごみ処理体制で

十分なごみ減量・資源化が行われているのか見直す時期にきており、目標年度

（平成２５年度）を迎えた前回基本計画に替わる新たな計画の策定が必要です。 

 今回策定する「高浜市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画」は、高浜市におけ

るごみ処理を円滑に推進し、市内における一般廃棄物（ごみ）について生活圏

からの速やかな排除及び資源化及び減量化を図るとともに生活排水対策につい

て、基本的な方針を定めるものであり、減量化、資源化を基本とする「廃棄物

循環型処理」を目標に、長期的、総合的視野に立った計画を策定することを目

的とします。 

 

計画の位置付け 高浜市の一般廃棄物処理の基本的方針となる計画です。 

計画期間 平成２６年度から平成３５年までの１０年間 

計画の対象 高浜市の一般廃棄物 

２ 計画の目標 



高浜市一般廃物処理基本計画 進めよう５Ｒ 

 

 2 

 

（１）計画の位置付け 

 

 

 

 

 

 

 

 

 この計画は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第６条第１項に基づく中

長期的なごみ処理に関する計画で、高浜市のまちづくりの方向や目標を定めた

「第６次高浜市総合計画」に基づき、ごみの処理をどのように進めていくかを

定めた基本計画です。 

 

（２）計画で取り扱う範囲 

 この計画では、一般廃棄物のごみを対象としたごみ処理基本計画と、生活排

水を対象とした生活排水処理基本計画を取り扱います。 

 

■ごみ処理基本計画で取り扱う範囲 

 

 

 

 

■生活排水対策で取り扱う範囲  生活排水の処理に関する事項 

 

（３）計画目標年度等 

計画期間は、平成２６年度から平成３５年度までの１０年間とし、５年を目

途に将来人口やごみ処理量等に大きな変動があった場合には、これを見直すこ

ととします。 

 

 

第６次高浜市総合計画  

思いやり 支え合い 手と手をつなぐ 大家族たかはま 

平成２３年度～平成３３年度 

まちづくり全体の指針となる基本計画 

〈一般廃棄物処理計画〉 

長期的視点立った市町村の一般廃棄物処理

の基本方針となる計画 生活排水処理基本計画 

ごみ処理基本計画 

産業廃棄物 

廃棄物 一般廃棄物 家庭系ごみ 

事業系ごみ 

・可燃ごみ ・不燃ごみ 

・資源ごみ ・粗大ごみ 

・埋立ごみ  

計画目標年度  平成３５年度（２０２３年度） 

中間目標年度  平成３０年度（２０１８年度） 



 

 

 

 

 

 

高浜市ごみ処理基本計画 
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１ ごみ処理の現況 

 

■ごみ（一般廃棄物）の現況 

 高浜市のごみ処理の状況は、可燃ごみについては、年々増加傾向にありまし

たが、平成２０年度よりプラスチック製容器包装の分別収集を開始したことに

より減少傾向にあります。 

 一方、資源ごみについては平成２０年度を境に減少傾向にある状況です。 

 

□ごみ総排出量の推移                        （単位 ｔ） 

年度 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 

埋立ごみ 47 35 40 47 51 67 67 55 57 

集団回収 263 240 234 227 249 252 263 238 217 

資源ごみ 1,547 1,626 1,928 1,829 1,940 1,820 1,800 1,763 1,652 

不燃ごみ 1,351 1,349 1,310 1,247 1,404 1,326 1,309 1,241 1,317 

可燃ごみ 12,785 12,825 13,101 13,376 12,278 11,920 11,695 11,840 11,823 

（資料 平成 24年度版高浜市の環境） 

 

 

２ 前計画の進捗状況と課題 

12,785  12,825  
13,101  

13,376  

12,278  
11,920  11,695  11,840  11,823  

H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24

可燃ごみの推移（単位：ｔ） 

1,547  1,626  
1,928  1,829  1,940  1,820  1,800  1,763  1,653  

H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24

資源ごみの推移（単位：ｔ） 
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（１）1人１日ごみの減量化目標の達成状況 

（単位 ｇ） 

年度 １人１日あたりの 

ごみの排出量 

１人１日あたりの 

資源回収量 

平成１６年度 ６４０ｇ １０３ｇ 

平成１７年度 ６２４ｇ １０６ｇ 

平成１８年度 ６１２ｇ １２３ｇ 

平成１９年度 ６０３ｇ １１４ｇ 

平成２０年度 ５７４ｇ １１９ｇ 

平成２１年度 ５５６ｇ １１１ｇ 

平成２２年度 ５４４ｇ １０９ｇ 

平成２３年度 ５４７ｇ １０６ｇ 

平成２４年度 ５４５ｇ ９９ｇ 

注 人口は各年度 10月 1日現在を使用しています。 

目標年度 

平成２５年度 
４００ｇ ２００ｇ 

 

達成状況 

対平成２４年度 
＋１４５ｇ △１０１ｇ 

 

■１人１日あたりのごみの排出量 

 １人１日あたりのごみの排出量は減少傾向にありますが、近年横ばい傾向に

あり、目標達成には新たな取り組みが必要です。 

 

■１人１日あたりの資源回収量 

 分別収集拠点における１人１日あたりの資源回収量は、微減傾向にあり、大

型小売店などにおける資源回収が要因の一つと考えられます。 
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（２）前計画の取り組みの実績 

 

 前計画の取り組み項目は下記のとおりであり、実績として、実施済（○）、継

続中（△）、検討中（×）の３段階で表示しています。 

 

項   目 内   容 実績 

① ごみ袋は毎年小さくしていきま

す 

ごみ袋の種類と仕様の検討 ○ 

ごみ袋の有料化 × 

町内会加入を促進 △ 

② 資源化できるものは、「ごみ」に

はしません 

分別排出の徹底 ○ 

生ごみの資源化 △ 

再利用促進の仕組みづくり △ 

③ 適正なごみ処理につとめます 不法投棄の防止 △ 

違法焼却の防止 ○ 

高浜市みんなでまちをきれいにしよう

条例の推進 

○ 

④ 情報の共有化をはかります 情報開示の具体化 ○ 

環境ＩＳＯのネットワークづくり ○ 

環境学習の場づくり ○ 

⑤ 環境学習の推進につとめます 環境学習会の開催 ○ 

学習の活用化促進 ○ 

エコリーダー人材の育成 △ 

⑥ ごみの減量化は事業者の協力か

らはじまります。 

事業者への協力要請 ○ 

環境対応製品の拡大依頼 ○ 

⑦ 災害時のごみ処理体制を整備し

ます 

災害時の保管場所の確保 △ 

災害時のごみ処理体制の整備 △ 

⑧ 目標達成のための維持と改善活

動を市民の力で推進します 

市民のごみ減量実践活動の提案募集 × 

ごみ減量活動の評価活動の推進 × 

計画推進員の設置 × 

ごみ減量化活動の奨励 ○ 
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（３）前計画の課題 

 

① ごみ袋は毎年小さくしていきます 

 

ごみの減量化を進めるため、平成１４年度より実施するものの、目標である

１人１日あたりのごみ排出量（４００ｇ）の達成は困難な状況です。 

目標を達成するためには、袋の大きさも含め、総合的な対策が必要です。 

 

② 資源化できるものは、「ごみ」にはしません 

 

市民のご協力により分別収集拠点での資源回収を継続して実施することが

できました。 

 生ごみの資源化については、コンポストなどの購入補助の実績が伸びず新た

な資源化策を検討する必要があります。 

  再利用促進の仕組みづくりとして、高浜エコハウスでのフリーマーケット

を継続的に開催しましたが、今後は、さらに衣類の再利用方法の検討を進め

る必要があります。 

 

③ 適正なごみ処理につとめます 

 

高浜市みんなでまちをきれいにしよう条例の特徴的な制度である環境美化

推進員に多くの方に、ご登録いただきました。（平成２４年度末現在２９００

名） 

  不法投棄、違法焼却の防止につきましては、市民からの情報提供に対し、

速やかな対応に努めましたが、今後は、監視カメラの設置など、さらなる対

策の検討が必要です。 

 

④ 情報の共有化をはかります 

 

分別情報の共有化をはかるため、「ごみ分別便利帳」を全体世帯配布し、分

別の精度向上に努めるとともに、ごみ袋の無料配布に合わせ、各町ごとの可燃

ごみ、資源ごみの日時、分別方法を記載したリサイクルカレンダーを毎年度配

布しました。 

  また、ＩＳＯ１４００１認証事業所とのネットワークを形成し、事業所と

の情報共有及び意見交換の場を設定しました。 

  今後の課題としては、情報不足が懸念される町内会未加入者、外国人など
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への情報提供方法の検討が必要です。 

 

⑤ 環境学習の推進につとめます 

 

小学校へ市職員を環境学習の講師として派遣し小学生を対象とした環境学

習を実施しました。また、高浜エコハウスでの分別学習、夏休みを利用した環

境関係施設見学などを実施しました。 

今後の課題としては、子どもから大人へ環境保全の大切さなどを啓発できる

よう、これまで実施してきた座学での勉強に加え、分別収集体験の実施など体

験学習を実施し、学習の成果が表れるよう努めていく必要があります。 

 

⑥ ごみの減量化は事業者の協力からはじまります 

 

  レジ袋の無料配布の廃止、店頭での分別収集の実施など、ごみ減量のため

多くの事業所にご協力いただきました。 

  今後の課題としては、店頭での分別収集の継続など事業所と連携したごみ

減量の取り組みが必要です。 

 

⑦ 災害時のごみ処理体制を整備します 

 

災害時のごみ処理体制を確立するため、他市町村との相互応援協定の締結、

廃棄物収集事業所との災害時の応援体制の整備に努めてまいりました。 

  しかしながら、想定される災害規模の拡大、集中豪雨の発生など、想定を

超えた自然災害の発生に備えるため、継続的に検討、見直しをしていく必要

があります。 

 

⑧ 目標達成のための維持と改善活動を市民の力で推進します 

 

計画目標を達成させるため、ごみ減量化などの市民の実践活動の提案の募

集、ごみ減量活動の評価、計画を推進するための推進員の設置を検討してき

ましたが、いずれも定着しませんでした。 

その原因としては、市民の環境に対する意識が想定以上に高く、行政の必要

以上の関与が市民の自律的活動の妨げになっていたことが考えられます。 

したがって、今後は市民の自律的活動を後方から支援し、最終的に目標を達

成する仕組みづくりを検討する必要があります。 
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３ 本計画の基本理念 

 

 私たちは、高度経済成長期をへて、豊かな生活を送ってきた一方で、大量の

エネルギーや資源を消費し、大量のごみを捨ててきました。ごみを処理する場

所（最終処分場）は限界にきています。また、天然資源の枯渇や地球温暖化問

題が発生してきています。未来の子ども達に豊かな生活環境を伝えるため、み

んなが一緒になって５Ｒを推進し循環型社会の実現を目指します。 

 

５Ｒ（発生抑制・購入拒否・再使用・修理・再生利用）の推進 

① ごみをつくらない、ごみにしない。 （発生抑制：リデュース） 

② レジ袋など不必要なものは断る。  （購入拒否：リフューズ） 

③ 繰り返して使用する。       （再 使 用：リユース） 

④ 修理して使う。          （修  理：リペア） 

⑤ 資源として再利用する。      （再生利用：リサイクル） 

 

 

５Ｒを推進し循環型社会を目指します 

※ 循環型社会：天然資源の消費を抑制し、環境への負荷ができる限り低減される社会 

 

 

生産 

消費 

廃棄 

① リデュース 

（廃棄物の発生抑制） 

 

② リフューズ 

（不用なものは断る） 

 

③ リユース 

（繰り返して使用する） 

 

④ リペア 

（修理して使う） 

 

⑤ リサイクル 

（再生利用） 

 

循環型社会 



高浜市一般廃物処理基本計画 進めよう５Ｒ 

 

 9 

 

４ ごみの減量の数値目標 

 

 ごみ減量目標は、国が定めた循環型社会形成基本計画（平成２５年５月）に

おける一般廃棄物の減量化目標を踏まえたうえで、更に５Ｒ（発生抑制・購入

拒否・再使用・修理・再生利用）を積極的に進めることとし、数値目標を設定

しました。 

 

（１）目標年次（平成３５年度）の数値目標 

 

① 家庭系ごみ排出量 

１人１日当たりの家庭系ごみ排出量（資源回収されたものを除く）を平成 

２４年度の５４５gから１４５ｇ減して４００ｇを目指します。 

 

② 資源回収量 

 １人１日当たりの市の資源ごみ回収量を平成２４年度の９９ｇから２００

ｇに引き上げを目指します。 

 

③ 事業系ごみ排出量 

 １人１日当たりの事業系ごみ排出量（資源回収されたものを除く）を平成 

２４年度の２４０ｇから４０ｇ減して２００ｇを目指します。 

 

項  目 基準年度 

（平成２４年度） 

中間年度 

（平成３０年度） 

目標年度 

（平成３５年度） 

家庭系ごみ排出量 ５４５ｇ ４７０ｇ ４００ｇ 

資 源 回 収 量 ９９ｇ １５０ｇ ２００ｇ 

事 業 系 排 出 量 ２４０ｇ ２２０ｇ ２００ｇ 
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（２）数値目標の考え方 

① 家庭系ごみ排出量 

ア．資源化の促進 

  可燃ごみ袋に分別されず排出されている紙類、衣類、プラスチック容器包

装及び生ごみの資源化を推進して基準年度に対し約１９％（１０１ｇ）の削

減を目指す。 

 

イ．生ごみの発生・排出抑制 

   コンポスト、生ごみ処理機等による堆肥化、水切りの徹底、計画的な食

材購入、エコクッキングなどを推進して、基準年度に対し約３％（１５ｇ）

の削減を目指す。 

 

ウ．容器包装の発生・排出抑制 

  買物袋の持参、不必要な包装の断り、詰め替え製品の購入などライフタイ

ルの変換を推進して、基準年度に対し約３％（１５ｇ）の削減を目指す。 

 

エ．その他の品目 

  再使用、修理、長期使用、レンタル、不用品交換等を推進して、基準年度

に対し約３％（１４ｇ）の削減を目指す。 

   

オ．可燃ごみ指定袋の有料化 

  各家庭で、ごみを低減する工夫を促すとともに、ごみの資源化を推進する

ため可燃ごみ指定袋の有料化を検討する。 

 

② 資源回収量 

ア．紙類の分別の推進 

  可燃ごみ袋に分別されず排出されている新聞、チラシ、ダイレクトメール、

段ボール、ペットボトル、紙製容器包装の分別の徹底、民間回収の推進など

で、基準年度に対し約３０％（約３０ｇ）の資源化増を目指す。 

 

 イ．衣類の分別の推進 

  可燃ごみとして排出されている衣類について、民間回収の推進などリサイ

クル方法等検討し、基準年度に対し約３０％（約３０ｇ）の資源化増を目指

す。 

 

ウ．硬質プラスチック製品及び生ごみの分別の推進 
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不燃ごみに含まれる硬質プラスチック製品及び生ごみについて資源化を推

進し、基準年度に対し約４０％（約４１ｇ）の資源化増を目指す。 

 

③ 事業系ごみ 

  資源化可能な廃棄物は、民間資源化ルートを活用した資源化の促進、ペー

パーレス化、調理販売に伴う食品加工くずの削減化を推進して約１７％  

（４０ｇ）の削減を目指す。 

 

 

【ごみ減量数値目標：市全体】 

項        目 平成２４年度 

（実績） 

平成３０年度 

（中間目標） 

平成３５年度 

（目標） 

総人口（10月１日現在） 45,875人 47,700人 48,900人 

総
排
出
量 

ごみ発生見込み量（ａ） 

発生・排出抑制量（ｂ） 

総排出量（ｃ＝ａ－ｂ） 

１日１人当たりの排出量 

14,793ｔ 

－  

14,793ｔ 

900 g/人・日 

15,383ｔ 

758ｔ 

14,625ｔ 

840 g/人・日 

15,770ｔ 

1,491ｔ 

14,279ｔ 

800 g/人・日 

資
源
・
ご
み
量 

家庭系ごみ量 

１日１人当たりの排出量 

9,125ｔ 

545 g/人・日 

8,183ｔ 

470 g/人・日 

7,139ｔ 

400 g/人・日 

資源回収量（分別収集） 

１日１人当たりの排出量 

1,653ｔ 

99 g/人・日 

2,612ｔ 

150 g/人・日 

3,570ｔ 

200 g/人・日 

事業系ごみ量 

１日１人当たりの排出量 

4,015ｔ 

240 g/人・日 

3,830ｔ 

220 g/人・日 

3,570ｔ 

200 g/人・日 

 

注（１）ごみ発生見込み量(a)は埋立ごみ、集団回収分は含まれていません。 

 （２）ごみ発生見込み量(a)は平成 24 年度の１人あたり年間排出量（322.5 ㎏/年・人）

より推計しています。 

 （３）人口推計は第６次総合計画の人口推計より推計しています。 
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５ 計画の内容 

 

（１）目標達成のための７つの柱 

 目標を達成させるため、一人ひとりの意識改革と生活スタイルの変換を促進

することをみんなで共有し、いっしょに推進しましょう！を重点におき、７つ

の施策を進めます。 

 

 

（２）計画を推進するための協力体制 

  ４者がそれぞれの役割を分担し、協働することで目標の達成を目指します。 

 

資源化できるものは、「ごみ」にはしません 

適正なごみ処理に努めます 

ごみ袋の仕様を検討します。また、有料化の検討をします 

情報の共有化を図ります 

環境学習の推進に努めます 

ごみの減量化を事業者の協力により加速させます 

災害時のごみ処理体制を整備します 

市     民  

消費行動を見直し、ごみをつくらな
い意識やライフスタイルの変換に努
め、出すごみは、分別し資源化しま
す。 

事 業 者 

修理やリサイクルしやすい製品の製
造やごみが少なくなる販売に努め、
事業系ごみの減量と資源化に努めま
す 

団体・グループ 

 市民・事業者・行政のつなぎ手と
して、活動や施策をサポートし、自
らも自主的な活動を進めます。 

 

行   政 

 ごみの発生・排出抑制、資源化の
ため、わかりやすい仕組みをつくり
情報提供を行い、市民、事業者、団
体・グループとの協働・連携に努め
ます。 

協  働 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

７

つ

の

柱 
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６ 具体的な取り組み（７つの柱） 

 

（１）資源化できるものは、「ごみ」にしません。 

 

 ごみ減量に大切なことは、ごみをつくらない（発生抑制：リデュース）こと

ですが、ごみとなるものでも資源化できるものは再利用（再生利用：リサイク

ル）に回し、資源の有効活用を図ることです。みんなが、分別やリサイクルの

しやすい仕組みを進めます。 

 

○キーワード 

町内会活動、地域活動を通じ資源の再利用を工夫し、資源循環型社会を実現

させよう。 

 

 

ア．分別排出の徹底 

・分別基準を明確にし、図解などを用いて子どもたちも手伝いができる分りや

すい分別冊子をつくり配布します。 

・分別の徹底や資源化に向けた広報活動や学習活動を進めます 

・紙類、封筒、ダイレクトメールなどの紙や紙製容器包装の資源化を進めます。 

・その他のプラスチック製品（ペットボトル、トレー、発泡スチロールを除く）

の分別収集を進めます。 

・市民のごみ出しマナーの向上を図るため、指導・啓発を強化します。 

 

イ．生ごみの資源化 

・生ごみの減量と資源化を図るため、生ごみ堆肥化容器購入の補助制度を拡充

します。 

・事業所から発生する生ごみの減量とリサイクルの促進を図ります。 

 

ウ．再利用促進の仕組みづくり 

・高浜エコハウスの運営充実を検討します。 

・不要品交換の促進のため、バザー、フリーマーケット実施団体を支援します。 

・集団回収の実施団体・グループの拡大を図ります。 

・店舗等での自主回収及び資源化を働きかけます。 

・地域の資源ごみ分別拠点に排出できない市民のために特別拠点を引き続き開

設します。 
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（２）適正なごみ処理につとめます。 

 

 不法投棄は、環境衛生や景観の悪化を招きます。また、有害ごみを不適切に

排出すれば、収集や処理の過程で事故や環境汚染が生じます。 

 市民の健康な生活を確保するために、不法投棄をされない地域づくりやごみ

などが安全で正しく処理される仕組みを進めます。 

 

○キーワード 

不法投棄をしない・させない活動を町内会、地域、団体活動を通じて進めま

しょう 

 

 

ア．高浜市みんなでまちをきれいにしよう条例 

・環境美化指導員・環境美化推進員の連携強化を図ります。 

・地域・学校・事業者・関係機関と連携した環境美化活動、環境保全活動を進

めます。 

・犬のふんの放置禁止運動を飼い主などと進めます。 

・美しいまちの景観づくりを推進します。 

 

イ．不法投棄の防止 

・パトロールによる監視体制と指導を強化します。 

・ごみ出しルールの周知徹底と啓発活動を推進します。 

・不法投棄の多発箇所に監視カメラの導入を検討します。 

・不法投棄されない環境づくりを進めます。 

 

ウ．違法焼却の防止 

・ドラム缶などでのごみ焼却（野焼き）防止の指導・啓発を強化します。 

・廃棄物処理基準が守られていない小型焼却炉でのごみ焼却の防止を図ります。 
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（３）ごみ袋の仕様を検討します。また、有料化の検討をします。 

 

 家庭から出るごみを減らすには、不必要なものの購入を控え、ごみを持ち込

まないようにするなど、一人ひとりが意識改革や生活スタイルを切り換えてい

くことが大切です。 

 そして、生活の中で発生する「ごみ」は、自己責任により低減させる工夫を

続けていくことが必要です。 

 

○キーワード 

それぞれの生活の中で発生する「ごみ」は、自己責任により低減させる工夫を

続けましょう。 

 

 

ア．ごみ袋の種類と仕様の検討 

・ごみ袋の種類の検討 

 ごみ収集の在り方を検討するうえで、ごみ袋の種類の検討をします。 

（可燃ごみ用・生ごみ用・プラスチック製容器包装用・不燃ごみ用など） 

・ごみ袋の仕様の検討 

（色・形状・大きさ・厚さ・材質・デザインなど） 

 

イ．ごみ袋の有料化 

・可燃ごみ排出の、減量が進まないときは、世帯人数による一定枚数の無料配

布を廃止し、指定ごみ袋の有料化を進めます。 

・指定ごみ袋の価格について、愛知県内や近隣市の状況を調査し検討します。 

・指定ごみ袋の販売取扱店を拡大し、購入しやすくします。 

 

ウ．町内会との連携強化 

・ごみ袋の仕様等の検討など、町内会と連携した検討体制を確立します。 

・可燃ごみの出し方、困りごとなどの情報共有を進めるため、町内会との連携

強化を図ります。 
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（４）情報の共有化をはかります。 

 

 ごみを作くらない社会を作っていくためには、子どもから大人までのすべて

の市民が適切な情報を持つことが必要です。 

 市民がいつでもどこでも気軽に情報が入手できる仕組みと市民が広く参加で

きる環境学習の場づくりを進めます。 

 

 ○キーワード 

環境関連の情報が入手しやすくなります。体験型の環境学習を実施します。 

 

 

ア．情報開示の具体化 

・公的公共施設、学校、集会所等での情報開示を進めます。 

・市広報により情報を積極的に発信します。 

・リサイクル情報等を冊子やマップなどにまとめて提供します。 

・インターネットを活用した情報提供やメールによる情報交換づくりを推進し

ます。 

・ごみ処理基本計画の実施状況を公表します。 

 

イ．事業所等との連携 

・日々向上するリサイクル情報を市内小売店などに提供し、事業所と連携した

資源回収を進めます。 

・市内のＩＳＯ１４００１認証時事業所とのネットワークを強化し、地域密着

型の事業活動を促進します。 

 

ウ．環境学習の場づくり 

・地域、団体での学習の活性化を図ります。 

・ごみの分別、リサイクル、ごみ処理などをメニューとする環境出前講座を推

進します。 

・親子で参加できるリサイクル施設などの見学会を推進します。 

・不法投棄の発生原因をみんなで考えられるよう、不法投棄現場の情報公開な

どを進めます。 
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（５） 環境学習の推進につとめます。 

 

 ごみの減量やリサイクルを進めていくには、市民一人ひとりの意識や生活ス

タイルを変革することが最も重要です。 

 市民がごみ問題や環境問題について理解を深め、行動に移しやすくするため、

さまざまな機会の活動や定期的な開催による環境学習を推進します。 

 

○キーワード 

循環型社会構築のために参加型、体験型の学習を進めます。 

 

ア．環境学習会の開催 

・学校の総合学習や地域の環境学習に講師を派遣します。 

・集団回収の場を利用した環境学習を推進します。 

・資源回収拠点の場を利用した環境学習を推進します。 

・リフォームやエコクッキングなどの講習会を促進します。 

 

イ．学習の活用化促進 

・ごみ減量やリサイクルに関する展示会、発表会を開催します。 

・地域のアイデアや工夫についての情報を広報等で提供します。 

・可燃ごみステーションの美化活動、カラス対策、不法投棄対策などで効果の

あった事例をパネルなどで紹介し、地域の創意工夫が広がる仕組みづくりを行

います。 

 

ウ．人材育成の支援 

・セミナーやワークショップ等により高浜市みんなでまちをきれいにしよう条

例に基づく環境美化推進員養成講座を開催します。 

・町内会の資源ごみ分別立番者の育成研修会を開催します。 

・子どもを対象に、分別収集拠点を各小学校で再現するなど、体験型の環境学

習を推進します。 
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（６） ごみの減量化は事業者の協力からはじまります。 

 

 循環型社会を構築するためには、事業者の協力なくして実現することは考え

られません。 

 修理やリサイクルがしやすいなど、ごみにならない製造、販売、また、事業

者自らがごみの減量化・リサイクルなど環境に配慮した事業活動を進めるよう

積極的に働きかけます。 

 

○キーワード 

市民の力で「ごみゼロ推進店」を作っていきましょう。 

 

ア．事業者への協力要請 

・「ごみゼロ推進店」の認定化を進めます。 

・簡易包装での販売、量り売り、ばら売りの導入などの働きかけを積極的に進

めます。 

・事業活動に伴い発生するごみの発生抑制や資源化を働きかけます。 

・市民、事業者、市などが意見や情報を交換できる場づくりを進めます。 

 

イ．環境対応製品の活用依頼 

・詰め替え製品や環境配慮型製品（グリーン製品）の取扱いの拡大を積極的に

働きかけます。 

・長期間使用可能で修理しやすいなど環境に配慮した製品の製造・販売を働き

かけます。 

・事業者に対し、再生資源利用や再生品使用の必要性のＰＲ及び再生品に対す

る情報を提供します。 

 

ウ．事業所での分別収集の推進 

・事業所での分別収集を推進し、支援する仕組みを検討します。 

・外国人労働者を雇用する事業所等と連携し、可燃ごみステーションの利用方

法、分別収集の仕方などの情報を提供できる仕組みづくりを進めます。 
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（７） 災害時のごみ処理体制を整備します。 

 

災害は、いつ起きるか分りません。災害が発生したときは、東日本大震災・

阪神淡路大震災や東海豪雨のような状態が想定されます。そのために震災や風

水害等の大規模な災害の発生を想定し、災害ごみ（一時的に大量に発生した生

活ごみ、粗大ごみ等）の仮置場の確保や処理・処分計画を整備します。 

 

○キーワード 

災害時の救護活動が支障なく行えるようルールを守りましょう。 

 

ア．災害時の保管場所の確保 

 

・地域別に災害ごみの仮置場の確保づくりを進めます。 

・災害時の排出マニュアルづくりを進めます。 

・仮置場の公衆衛生の確保について検討を進めます。 

 

イ．災害時のごみ処理体制の整備 

 

・災害時のごみの収集・運搬体制を整備します。 

・災害時の安全な処理の体制を整備します。 

・広域の連携を踏まえた処理・処分計画の作成を進めます。 

・収集運搬許可業者による収集・運搬の応援体制づくりを進めます。 
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７ 分別するものとした一般廃棄物の種類及び分別の区分 

 

（１）分別収集の促進 

現在の分別区分を見直し、新たに紙製容器包装・使用済小型電子機器の分別

収集を検討します。 

 また、現在の分別品目と一緒にしてもリサイクルができるものは、その品目

中に追加して収集を行い､資源化を促進します。 

 

区 分 分別収集計画 リサイクル 処理・処分 備考 

可燃ごみ 

生ごみ、紙くず、布くず、 

小枝、木くず、少量の灰 

など 

･余熱利用(プール、浴場) 

･生ごみの堆肥化 

･燃却処理 

･燃却残渣は埋立処分 

生ごみ処理機の補助

を拡充 

資
源
ご
み 

び
ん
類 

・生きびん 

・無色びん 

・茶色びん 

・黒色びん 

・青緑色びん 

･再使用 

･ガラス製容器 

･   〃 

･   〃 

･   〃 

  

缶 

類 

・アルミ缶（飲料缶） 

・スチール缶（飲料缶） 

・その他の缶（菓子缶、 

 缶詰の缶等） 

･アルミ缶 

･鉄筋、鋼材など 

･鉄筋、鋼材など 

 ･スチール缶・その他

の缶で分別収集し、

直接資源化 

紙 

類 
・新聞紙（チラシも一緒に

出す） 

・雑誌（包装紙、封筒、 

 紙袋も一緒に出す） 

・段ボール（ボール紙、紙

製容器も一緒に出す） 

・紙パック 

･新聞紙、雑誌 

 

･ボール紙（厚紙） 

 

･段ボール 

 

･ティッシュペーパー 

  

・紙製容器包装の分

別収集を検討する。 

古
繊
維
類 

・布類、ぼろぎれ等 ･古着は発展途上国で再使

用 

･工業用雑巾（ウエス） 

 ・布類の収集内容に

ついて、検討する。 
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プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類 

・トレー（フィルム付も含

む）、発泡スチロー

ル 

・ペットボトル 

・プラスチック製容器

包装 

 

･カセットケース、ハンガー 

･卵パック 

･プラスチック製品、発電所

などの燃料、高炉の還元剤 

（公財）日本容器包装リサ

イクル協会へ委託 

 

 

･発泡スチロール・ト

レイを溶解し、再資

源化 

不燃ごみ 

資源として分別できないも

ので、大きさが６０ｃｍ未

満で不燃ごみ回収容器に収

まるもの 

･アルミ、鉄等を回収 

・使用済小型家電を資源化 

･選別、破砕処理 

･破砕残渣は埋立処分 

･可燃物は焼却処理 

 

なべ、鉄くず等は不

燃ごみとして回収 

有害ごみ 

乾電池、蛍光灯、温度計、 

体温計、ビデオ・カセット

テープ、ライター 

･乾電池は、鉄製品、亜鉛地

金等 

･蛍光灯は工業用水銀、ガラ

スウール、鉄製品 

･ビデオ、カセットテープ、

ライターは焼却処理 

･温度計、体温計は破砕処理 

乾電池、蛍光灯は広

域回収処理センター

で処理 

スプレー缶 ･鉄を回収 ･破砕処理  

粗大ごみ 

家具類、家電製品（家電リ

サイクル法の４品目以外）、

自転車、ふとん等 

･家具類、自転車で再使用

できるものは、リサイクル

プラザで販売 

･アルミ、鉄等を回収 

･選別、破砕処理 

･破砕残渣は埋立処分 

･可燃物は焼却処理 

 

事業系ごみ（一般廃棄物）も上記に準じて資源化を誘導します。 

注 三州瓦はシャモットにし、建設材料としてリサイクルされています。 
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８ 一般廃棄物の適正な処理等 

 

（１）ごみの適正な処理の促進 

 

① 収集・運搬計画 

・ごみステーション、分別拠点での排出マナーの向上を図ります。 

・可燃ごみ指定袋の中に資源ごみが多く排出されていることから、分別排出 

の徹底を図ります。 

・分別収集品目の追加にあたっては、収集の回収、収集方式について、効果 

的で合理的な収集・運搬の方法を検討します。 

・事業系ごみも資源は分別排出し、資源化を図るよう、排出事業者及び収集 

運搬許可業者の指導を強化します。 

・地域と行政の連携による監視体制の強化など不法投棄の防止に努めます。 

 

② 中間処理計画 

・発生抑制・リサイクルを推進することで、施設に搬入されるごみを減量化 

し、施設への負荷の低減を図ります。 

・施設整備や維持管理を行う際には、環境保全に係る法律を遵守するととも 

に、定期的に環境モニタリングを実施します。 

・ごみ搬入量の経年的変化や季節変動、施設の定期整備に十分対応できる運 

転計画を検討します。 

・ごみ処理施設の整備にあたっては、衣浦衛生組合及び関係市（碧南市）と 

連携を図りながら進めるとともに、施設の延命化を図ります。 

・将来にわたる安定したごみ処理体制を維持するため、衣浦東部ごみ処理広 

域化計画を定期的に見直し、新焼却処理施設の内容、更新時期等を検討し 

ていきます。 

 

③ 最終処分 

・家庭から排出される土砂等の埋立をしている市の不燃物埋立場は、搬入量 

を極力減少させ、延命化を図るとともに、コンクリートがらのリサイクル、 

民間処分場等さまざまな角度で検討し、最適な処分場を確保します。 

・衣浦衛生組合で処理された破砕残渣、焼却残渣の処分先は、（公財）愛知臨 

海環境整備センターまたは民間処分場であり、直営の処分場がないことから 

ごみの減量化の徹底により焼却残渣等を減少させ、施設の延命化を図るとと 

もに民間処分場等さまざまな角度で検討し、最適な処分場を確保します。 
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（２）ごみ処理体制 

 本市のごみ処理体制は、次のとおりとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

有害ごみ 

 

資源ごみ 

 

中間処理委託 

（フレーク・ベール化） 

クリーンセンター衣浦 

（保管） 

 

プラスチック製容器包装 

ペットボトル 

びん類、缶類、紙類、布類 

電池 

蛍光管 
リサイクルプラザ 

（破砕ドラム缶詰） 

 

埋立ごみ 

 

高浜市不燃物 

埋立場 

 

中間処理委託（減容） 

 

トレイ 

発泡スチロール 

家具等 

利用可能な物 リサイクル 

プラザ 

 

 

業者委託 

（再資源） 

 

 

容器包装リサ

イクル協会 

アルミ・鉄 

粗大ごみ 

可燃ごみ 

 

 

クリーンセンター衣浦 

（破砕・選別処理） 

愛知臨海環境

整備センター 

 

民間処分場 

 

再生業者 

クリーンセンター衣浦 

（焼却処理） 

可燃物 

灰・焼却残渣 

処理残渣 

不燃ごみ 
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（４）収集・運搬体制 

区 分 収集方式 収集回数 収集・運搬形態 

可燃ごみ ステーション方式 週２回 市が委託する業者 

粗大ごみ 直接搬入 － 運搬は、シルバー人材センタ

ーに依頼も可 

不燃ごみ 拠点方式 月２回 市が委託する業者 

資源ごみ 拠点方式 月２回 市が委託する業者 

有害ごみ 拠点方式 月２回 市が委託する業者 

埋立ごみ 直接搬入 －  

事業系ごみ 直接搬入又は戸別収集 － 可燃ごみについては、排出事

業者自らクリーンセンター

に排出するか、市が許可する

収集運搬許可業者に収集・運

搬を依頼する。 

※１ 可燃ごみは、市が指定するごみ袋を使用し、決められた日時にごみステーションに排出します。 

※２ 資源ごみ、不燃ごみ、有害ごみは、資源ごみ分別会場（拠点）の指定された容器に分別して排出し

ます。 

 

（５）指定袋の販売収益等 

指定袋の販売収益等は、可燃ごみの処理、資源回収などに使っています。 

区 分 Ｈ２４ 

廃棄物埋立場処分手数料 159千円 

一般廃棄物処理業許可手数料 120千円 

可燃ごみ処理手数料 26,487千円 

粗大ごみ収集運搬手数料 1,199千円 

資源ごみ回収収益金 15,402千円 

計 43,367千円 

 

（７）一般廃棄物の処理施設の整備 

 ■衣浦東部ごみ処理広域化計画 

 

 衣浦東部ブロックを構成する碧南市、刈谷市、安城市、知立市及び高浜市で

は、平成１３年度に「衣浦東部ごみ処理広域化計画」を策定し、ごみ処理の広

域化体制を構築するための方針を定めました。 

 この計画に基づき高浜市では、人口、ごみ量、資源化量等の変化に対応でき

るごみ処理体制について検討していきます。 
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９ 計画策定のための取り組み 

 

（１）ごみ質試験結果 

 

 ごみ質試験とは、家庭から出されたごみの中に何がどのくらい入っているか

調査するものです。この調査により、ごみが適正に分別されているか、また、

どのくらい資源が含まれているかが分かり、ごみの減量化やリサイクル推進の

基礎資料となります。 

 

可燃ごみ質試験結果 

（単位 ％） 

項 目 Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ 

紙・布類 ４２．６ ４３．６ ３６．０ ４４．６ 

ビニール・合成樹脂・ゴム類・皮革類 ２１．１ ２２．０ ２５．０ ２１．３ 

木・竹・わら類 １３．８ ２０．４ ２５．０ １５．４ 

厨芥類（生ごみ） １７．７ ９．６ ９．５ １６．１ 

その他（５ｍｍ以下のもの） ２．３ ２．３ １．５ １．４ 

石・土・金属類・その他不燃物 ２．５ ２．１ ３．０ １．２ 

合 計 １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ 

（資料 衣浦衛生組合） 

 ※各年度の数値は、項目毎の構成比を表しており、毎月１回調査した結果（乾燥資料）

の平均値を１００分率で記載しています。 

 

42.6 43.6 
36 

44.6 

21.1 22 
25 

21.3 

13.8 
20.4 25 15.4 

17.7 
9.6 9.5 16.1 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ 

石・土・金属類・その他不

燃物 

その他（５ｍｍ以下のも

の） 

厨芥類（生ごみ） 

木・竹・わら類 

ビニール・合成樹脂・ゴム

類・皮革類 

紙・布類 
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１０ ごみ減量のあゆみ 

  

ごみの減量は、市民のご理解とご協力なくしては達成できません、 

高浜市では、これまで多くの市民のご協力によりごみ減量に努めてまいりまし

た。 

年度 収集方法など 市民活動 その他 

昭和 

５３ 

 

 

 

 

・衣浦衛生組合の破砕施設

にて磁選機鉄類回収を開

始 

 

６２ 

  ・衣浦衛生組合の破砕施設

の前処理工程にてアルミ

等回収を開始 

平成 

３ 

・集団回収事業への報償金

交付 

  

 

４ 

・くうかん鳥によるアルミ

缶、スチール缶の回収開

始 

  

 

５ 

・コンポストの購入費補助 

・市不燃物埋立場（向山町）

埋立完了 

  

 ６ ・市不燃物埋立場（稗田町）

埋立開始 

  

 

 

 

７ 

・可燃ごみの市指定袋制を

開始 

（規定枚数無料配布） 

・資源ごみ分別収集開始 

（１８分類） 

・廃食油リサイクルせっけ

ん製造機の導入 

・高浜おてん婆おてん娘の

会発足、フリーマーケッ

ト、中古学生服の斡旋等

リサイクル推進活動を

開始 

・衣浦衛生組合の新焼却施

設及び粗大ごみ処理施設

（クリーンセンター衣

浦）完成（ごみ焼却 190t/

日、灰溶融 30t/日、粗大

ごみ 40t/日） 

 

 

８ 

・くうかん鳥によるアルミ

缶、スチール缶の回収中

止 

・発酵用密閉バケツの購入

費補助 

・稗田川かるがも会発足、

河川の環境美化活動を

開始 

・衣浦衛生組合リサイクル

プラザ完成（５ｔ／日） 

 

 

 ９ 

・事業者向け啓発パンフレ

ットを作成１０人以上の

事業所に配布 

・市不燃物埋立場（稗田町）

埋立完了 

 ・クリーンセンター衣浦で

は家庭系ごみの直接持ち

込み者対象に資源分別を

開始（碧南方式） 

 

１０ 

・市不燃物埋立場（稗田町）

埋立開始 

 ・衣浦ポートアイランド廃

棄物最終処分場受入開始 

 

１１ 

  ・衣浦衛生組合余熱利用施

設（サンビレッジ衣浦）

完成 
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１２ 

・スプレー缶の分別収集開     

始 

・市指定ごみ袋に英語及び

ポルトガル語を印刷 

・渡し場かもめ会発足、海

岸等の環境美化活動を

開始 

・クリーンセンター衣浦で

は瓦関連企業等から排出

されるプラスチック製の

ラップ及びバンドの受入

を停止、事業系発泡スチロ

ール、発泡トレイの受入を

停止 

 

 

１３ 

 ・ＮＰＯたかはま設立、河

川道路等の環境保全・環

境美化事業開始 

・クリーン明水会発足、用

水路の環境美化を開始 

 

 

 

 

１４ 

・市指定ごみ袋の「３０Ｌ

用」を廃止、「４０Ｌ用」

のみとする 

・市指定ごみ袋のポルトガ

ル語の印刷文面を改定 

・市不燃物埋立場の事業系

埋立ごみの受入中止 

  

１６ 

・高浜市ごみ処理基本計画

策定 

ごみを減らすための８つ

の柱 

 

・高浜市分別便利帳（保存

版）作成 

  

１７ 
・可燃ごみ用収集袋 

３５Ｌ、２５Ｌに改正 

ＮＰＯ法人高浜南部まち

づくり協議会設立（１７．

３） 

 

１９ 
・高浜市ごみ分別便利帳改

訂版作成 全世帯配布 

吉浜まちづくり協議会設

立 

（１９．３） 

 

２０ 

・高浜エコハウス開設 

・プラスチック製容器包装

収集開始 

翼まちづくり協議会設立 

（２０．３） 

高取まちづくり協議会設

立 

（２０．８） 

 

２１ 
・高浜市みんなでまちをき

れいにしよう条例施行 

高浜まちづくり協議会設

立 

（２１．５） 

 

２３ 

・高浜市ごみ分別便利帳 

平成２３年改訂版作成 

全世帯配布 

 ・Ｈ２２（公財）愛知臨海

環境事業センター（アセ

ック）共用開始 

 

・衣浦ポートアイランド受

入れ終了（２月）  
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１１ ごみ処理基本計画の推進 

 

 

目標達成のための維持と改善活動を市民の力で推進します。 

 

 この計画の主人公は市民一人ひとりです。自分でできることから率先して実

践することが重要です。この計画が「絵に描いた餅」にならないよう実践活動

のチェックや目標達成度の検証・評価・改善活動を市民による組織を設置し、

進めます。 

 

 ○キーワード 

「自ら率先して実行する」生活習慣をつくり上げましょう。 



 

 

 

 

 

 

高浜市生活排水処理基本計画 
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1 生活排水処理基本計画の理念 

 

 都市は人間活動が活発に営まれる場であり、人間生活や産業活動に伴う排出

物も大量かつ集中的であるため、都市を起源とする水質汚濁は重要な問題とな

りつつある。このような状況の中、生活排水による水質汚濁の進行や、生活環

境への関心の高まりなどを背景に、生活排水対策の必要性と緊急性が深く認識

されるようになってきた。 

 本市の東部を流れる２級河川稗田川は、南部を流れる 2 級河川高浜川に合流

し、合流地点から１ｋｍ上流が愛知県唯一の天然湖沼である油ヶ淵に通じてい

る。 

 以上のことから、水質汚濁の主な発生源である生活空間と油ヶ淵を結ぶ流入

河川において汚濁負荷量の削減を図り、環境基準（BOD）の達成を目指すととも

に、閉鎖性水域である油ヶ淵へ流入する COD、全窒素及び全リンについても同様

に削減することが求められる。なお、河川への流入汚濁負荷量を削減するため

には、その大半を占める生活排水を適切に処理することが重要となるため、今

後も引き続き公共下水道や浄化槽などの施設整備を進めるとともに、市民に対

して生活排水対策の必要性について啓発し、市民の協力のもとに、生活排水対

策を推進していく必要がある。 

 

２ 生活排水対策の基本方針 

 

 １） 生活排水処理施設整備の基本方針 

 

 （１）公共下水道 

    整備計画地区としては、施設集積の進んでいる市街地や近い将来確実

に市街地される地域（人口密集地域）が対象である。 

    本市においても、良好な生活環境を確保するために、衣浦東部流域下

水道計画に整合させながら、積極的に事業整備を進める。 

 

 （２）浄化槽 

    整備計画地域としては、上記対策とは異なり個別で処理するものであ

り、住宅が散在している地域等に対応するものである。 

    本市においても、公共下水道計画との調整を図りながら、上記対策の

見込めない地区について整備を進める。 

    なお、その際には窒素及びリンの除去が可能な高度処理型浄化槽の利
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用を推進するものとする。 

 ２） 汚濁水路の浄化等に関する基本方針 

    市内の汚濁水路等の適正な維持管理に努めるとともに、廃食用油リサ

イクル粉石鹸製造機等貸出事業の活用を図る。 

 

 ３） 生活排水対策の推進に係る啓発活動に関する基本方針 

    市民の協力と自覚のもとに、発生源での対策や実践活動を施設整備と

併せて総合的、広域的に実施にしていく。特に施設整備が完了するまで

は不可欠である。 

    今後も必要に応じて「流し台ストレーナー（三角コーナー）」をはじめ

「水切ネット」等を配布していく。これにより、まず、発生源である家

庭から調理くずなどを流さないようにし、汚濁負荷の高いものをできる

だけ流さないようにする。 

    自主団体の実践活動等を通じ、市民主導による地域ぐるみの生活排水

対策が進められるような体制づくりを検討する。 

    各家庭での浄化槽の適正な維持管理を啓発する。行政による積極的な

啓発活動を展開していく。 

 

３ 啓発に関する計画の方針 

 

 生活排水対策に係る啓発活動については、一般家庭から排出される汚濁負荷

量を削減するため、また、市民に積極的に実践していただくため、調理くず、

廃食用油等の適正処理、洗剤の適正量使用など家庭でできる対策について、従

来の発生源対策資材の配布、学習会、講習会などの実践活動を行っていく。 

 

４ 啓発実施計画 

 

  １）全市民対象啓発事業 

    全市民を対象に各家庭でできる生活排水対策としてよりアピール性を

重視した内容を検討し、積極的に実施していくものとする。 

①市広報紙による啓発活動 

生活排水対策の必要性、実践活動の内容等について、広く市民の理

解と協力を得るため市広報紙を利用した広報を行う。 

②啓発用パンフレット等の製作、配布 

ポスター、立看板、啓発用パンフレット等の配布など人目を引く PR

活動を実施する。 
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③水辺の清掃及び一斉清掃 

広く市民に協力を呼びかけて水辺の清掃及び河川一斉清掃を行う。 

④ごみ分別便利帳、ごみリサイクルカレンダーの連携 

 

  ２）年齢層別啓発事業 

①未成年対象事業 

学校行事、各種組織等との連携により以下の事業を実施していくも

のとする。 

・ 水生生物の観察会 

 夏期に水生生物の観察会を実施する。 

・ ハガキ絵等コンクール 

 生活排水対策をテーマとしたハガキ絵のコンクールを行う。 

・ 簡易水質調査の実施 

河川の水のにごりを、ビーカーなどを用いる簡易的な方法で調査

する。 

・ 河川清掃ボランティアの体験 

 奉仕活動の一環として身近な河川の清掃を体験する。 

②成人対象事業 

・ 生活排水処理施設見学会 

 公共下水道終末処理施設、合併処理浄化槽施設など見学会を行う。 

・ 石鹸の使用推進 

 石鹸使用モニター、廃食用油利用による石鹸つくり講習会、販売促

進の運動等を推進する。また、石鹸、水切り袋等環境にやさしい物

品の普及促進を図る。 

 

３）その他の啓発事業 

① 講演会・シンポジウム等の開催の検討 

 知識人による講演会、モデル地区の実践活動の発表の場としての

シンポジウム等の実施及び水質浄化ポスター、標語・シンボル

マーク等の公募についても実施する。 

② 浄化槽の適正管理の啓発 

 集合及び個別浄化槽の使用状況、管理状況、放流水質の検査等を

行い、その結果をもとに浄化槽の維持管理、清掃、汚泥の引き

抜き等について啓発を行う。 

③ 河川周辺の整備 

 市民の水辺の関心を高めるために、河川周辺の整備を行い散策等
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に利用できるようにする。 

④ 水辺の緑の回廊事業 

稗田川の治水対策として河川改修整備を促進するとともに、生態系

や景観に配慮した「多自然型川づくり」を進め、親水空間を創出し、

子どもたちと川のふれあいを通じた学習活動を推進する。 

⑤ 水環境モニタリングの実施 

油ヶ淵流域の川や湖の水環境の現状を把握し、流域住民の活動を広

げるため、ボランテイアによる市民モニタリングを実施する。 

 

４） 実施体制 

 水質汚濁の大きな要因である生活排水については、発生源対策の実施に

より相当の負荷削減効果が期待できることから、地域住民の生活排水に対

する意識の啓発が重要である。 

そこで、行政側による施策とともに、住民による活動を積極的に展開し

ながら、行政と市民の協力体制を整備していくものとする。 

 

５ 生活排水処理施設整備計画  

 

 １） 公共下水道整備 

   本市では、公共下水道全体の計画処理区域面積８９０ha を整備してい

く計画である。（目標年度：平成３７年度） 

下水道の接続については、普及啓発を積極的に推進する。 

 

 ２） 浄化槽整備 

    浄化槽は、公共下水道の未整備地域における生活排水対策の最も有効

な手段として浄化槽の普及を推進していく。その際、窒素及びリンの除

去が可能な高度処理型浄化槽の設置を推進するものとする。 

   具体的な計画としては、本市では、昭和６３年度から合併処理浄化槽補

助事業を実施しており、今後もこの補助制度を活用して年間約４１基程度

の普及を図っていくことにより、公共下水道未整備地域の生活排水を処理

することを目指す。 

 

 ３） 不用浄化槽のあと利用のための制度 

   下水道の使用により不用となった浄化槽を雨水貯留槽に転用した者に対

して、雨水貯留・浸透施設設置奨励補助金を交付する。 
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６ 廃食用油リサイクル粉石鹸製造機等貸出事業 

   市内の汚濁水路等の浄化を図るため、生活雑排水にふくまれる廃食用油

を削減するため、廃食用油リサイクル粉石鹸製造機等貸出事業の活用を推

進する。 

 

７ 衣浦衛生組合衛生センター（し尿処理施設）の処理プロセスの再構築 

   ①従来は、受入れしたし尿を、河川に放流できる水質まで処理を行って

いたが、放流先を下水に変更することで、処理プロセスの簡略化を図

り処理コストの削減をした。 

   ②脱水汚泥を含水率７０％以下にすることで、クリーンセンター衣浦で

の焼却処分が可能になったため、衛生センターの焼却設備を廃止した。 

   ③従来の高濃度臭気は三段処理（生物、薬品、活性炭）を行うことで、

万全かつ処理コストを抑えた脱臭設備を実現した。（Ｈ２５．２） 

 

８ 生活排水の処理計画 

 

 (１) 生活排水処理計画 

    衣浦東部流域下水道事業認可区域及び高浜市公共下水道事業認可区域

を除く区域の合併処理浄化槽の普及・啓発を図り、生活排水による水質汚

濁防止に努める。   

 

 (２) し尿・浄化槽汚泥の処理計画 

  ①し尿及び浄化槽汚泥の収集運搬 

   ア 収集区域  高浜市全域 

   イ 収集方法  次の表のとおり行なう。 

   ウ 収集回数  次の表のとおり行なう。 

区 分 収集回数 収集方法 

し尿 定額制  月１回  

従量制  随時 

市長の許可を受けた一般廃棄物処

理業者 

浄化槽汚泥 年１回以上  市長の許可を受けた浄化槽清掃業

者 
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②中間処理計画 

    し尿・浄化槽汚泥ともに次の施設に搬入し、処理を行なう。 

施設の名称 衣浦衛生組合衛生センター 

所在地 碧南市丸山町１丁目１４番地 

処理形式 直接脱水＋希釈下水放流 

処理能力 110kl/日(生し尿15kl/日・浄化槽汚泥95kl/日) 

処理見込み量 し尿 900kl、 浄化槽汚泥 12,000kl 

焼却処分方法 クリーンセンター衣浦で焼却 

 

(３)  その他し尿の処理に関し必要な事項 

 

  ①収集計画の周知方法 

    し尿の収集は、広報「たかはま」の毎月１５日号に翌月の「し尿収集

作業日程」を掲載する。 

  ②浄化槽の適正な維持管理の周知・啓発 

    浄化槽は、保守点検、清掃、法定検査を定期的に実施することが義務

づけられているため、確実に実施されるよう市広報で周知及び啓発を図

る。 

  ③公共下水道整備の推進等 

    し尿処理は、最終的には公共下水道によることが望ましいため、公共

下水道の整備を推進するとともに、下水道処理区域内において接続を促

進する。 
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統計資料 

 

年度別し尿搬入実績 
単位：ｋｌ 

 

平成２４年度 

生し尿収集状況 

 

搬入 高 浜 衛 生（株） 

 

月 件数 

 

 

年度 日数 生し尿 汚 泥 計 

 

４月 512 

 

 

16年度 255 1,592.1 11,368.0 12,960.1 

 

５月 578 

 

 

17年度 256 1,408.3 11,332.4 12,740.7 

 

６月 499 

 

 

18年度 254 1,353.4 11,836.4 13,189.8 

 

７月 562 

 

 

19年度 254 1,248.4 11,995.8 13,244.2 

 

８月 489 

 

 

20年度 254 1,223.6 11,965.1 13,188.7 

 

９月 532 

 

 

21年度 254 1,165.5 11,887.3 13,052.8 

 

１０月 500 

 

 

22年度 255 1,080.4 12,234.0 13,314.4 

 

１１月 546 

 

 

23年度 254 1,027.0 12,115.6 13,142.6 

 

１２月 508 

 

 

24年度 253 906.6 11,880.4 12,787.0 

 

１月 534 

 

       

２月 477 

 

      

３月 537 

 

      計 6,274 

 資料：衛生センター・高浜衛生㈱ 

   

 



 

 

 

 

 

 

 

資     料 
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ごみ処理に関する市民アンケート調査結果 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２６年１月 

高浜市市民総合窓口センター市民生活グループ 
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ごみ処理に関する市民アンケート調査結果 

 

（１） 調査概要 

 本調査は、現在策定中の高浜市ごみ処理基本計画（平成 26年度から平成 35年度）にお

ける現状を把握し計画の基礎資料とするために実施した。 

 

◆調査対象 

 高浜市内在住の 18歳以上の市民から無作為に抽出した 1,000人 

 

◆調査項目 

 問１ 可燃ごみ（燃やせるごみ）の収集についての困りごとについて 

 問２ 資源ごみの収集についての困りごとについて 

 問３ 資源の収集品目について 

 問４ 分別収集を正しく行うことについて 

 問５ 資源ごみの回収量を増やす方法について 

 問６ ごみ袋の有料化について 

 問７ 資源ごみの主な処分先について 

 問８ ごみ減量などの取り組み（５Ｒ）の実践状況について 

 

◆調査方法 

 郵送による配布・回収 

 

◆調査期間 

 平成２５年１２月２７日に配布 

 平成２６年 １月１５日を回答期限として回収 

 

◆回収状況 

 配布数   1,000票 回収数    417票 

 有効回収数  417票 有効回収率  41.7％ 

 

（２）調査結果の見方 

比率はすべて百分率で表し、小数点以下を四捨五入して算出しています。このため百分

率の合計が 100％にならないことがあります。 

基礎となる実数はｎとして掲載し、各グラフの比率はｎを母数とした割合を示していま

す。 
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問１ 高浜市の可燃ごみ（燃やせるごみ）の収集について、お困りのことはありますか？ 

 

 

注 年齢不明者を除いています。 

 

◆アンケート結果 

 可燃ごみ（燃やせるごみ）の収集について、「現在の収集方法でよい」が７６％であり、

各年代とも同じ結果となっています。 

  

ごみの出せる

時間が短い 

9% 
ごみステー

ションまでの

距離が遠い 

9% 

現在の収集方

法でよい 

76% 

その他 

6% 

問１(n=417)  

13% 

19% 

10% 

12% 

4% 

5% 

11% 

0% 

16% 

11% 

9% 

6% 

5% 

7% 

88% 

62% 

74% 

70% 

80% 

87% 

86% 

0% 

5% 

8% 

10% 

10% 

1% 

0% 

20代(n=8) 

30代(n=63) 

40代(n=73) 

50代(n=69) 

60代(n=96) 

70代(n=78) 

80代(n=28) 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

問１ 年代別の状況 

ごみの出せる時間が短い ごみＳＴまでの距離が遠い 

現在の収集方法でよい その他 
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問２ 資源ごみの分別収集について、お困りのことはありますか？ 

 

 

注 年齢不明者を除いています。 

 

◆アンケート結果 

 資源ごみの分別収集について、「現在の収集方法でよい」が６０％であり、各年代とも現

状維持を希望されています。５０代以下については、現状維持に次、時間の延長を希望す

る結果となっています。  

資源ごみの出

せる時間が短

い 

19% 

分別収集拠点

が遠い 

10% 
現在の収集方

法でよい 

60% 

その他 

11% 

問２(n=417) 

25% 

32% 

25% 

20% 

11% 

10% 

14% 

13% 

13% 

12% 

14% 

6% 

5% 

11% 

63% 

38% 

47% 

45% 

74% 

78% 

79% 

0% 

16% 

19% 

17% 

7% 

6% 

0% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

20代(n=8) 

30代(n=63) 

40代(n=73) 

50代(n=69) 

60代(n=96) 

70代(n=78) 

80代(n=28) 

問２ 年代別の状況 

資源ごみの出せる時間が短い 分別収集拠点が遠い 

現在の収集方法でよい その他 
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問３ 資源の収集品目（分別種類）について、あなたのお考えに最も近いものは？ 

 

 
注 年齢不明者を除いています。 

 

◆アンケート結果 

 資源の収集品目（分別種類）について、「現在の収集方法でよい」が７６％であり、各年

代とも同じ結果となっています。 

 

 

  

資源の収集品

目を少なくし

てほしい 

17% 

資源の収集品

目を多くして

ほしい 

3% 

現在の収集方

法でよい 

77% 

その他 

3% 

問３(n=417) 

0% 

32% 

12% 

22% 

15% 

13% 

7% 

0% 

2% 

1% 

1% 

3% 

1% 

14% 

100% 

62% 

84% 

72% 

78% 

82% 

82% 

0% 

8% 

1% 

6% 

4% 

1% 

0% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

20代(n=8) 

30代(n=63) 

40代(n=73) 

50代(n=69) 

60代(n=96) 

70代(n=78) 

80代(n=28) 

問３ 年代別の状況 

資源の収集品目を少なくしてほしい 

資源の収集品目を多くしてほしい 

現在の収集方法でよい 

その他 
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問４ 分別収集を正しく行うためにはどのようにしたら良いと思いますか？ 

 

 

注 年齢不明者を除いています。 

 

◆アンケート結果 

 分別収集を正しく行うため、現状維持が５６％、次いで分別拠点に指導員を配置すべきが

２３％となっています。各年代とも同様の傾向がありますが、２０代については、学習機会

の増大と現状維持がほぼ同数となっています。 

  

分別方法につ

いて学べる機

会を増やす 

8% 
分別収集拠点

に指導員を配

置し、分別に

ついて学べる

機会を増やす 

23% 
現在の方法を

継続して実施

する 

56% 

その他 

13% 

問４(n=417) 

38% 

13% 

12% 

13% 

1% 

4% 

0% 

25% 

32% 

23% 

26% 

20% 

21% 

14% 

38% 

32% 

45% 

48% 

69% 

69% 

82% 

0% 

24% 

18% 

13% 

8% 

5% 

11% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

20代(n=8) 

30代(n=63) 

40代(n=73) 

50代(n=69) 

60代(n=96) 

70代(n=78) 

80代(n=28) 

問４ 年代別の状況 

分別方法について学べる機会を増やす 

分別収集拠点に指導員を配置し、分別について学べる機会を増やす 

現在の方法を継続して実施する 

その他 
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問５ ごみを減らす方法として、ごみの分別収集（資源ごみの回収）があります。資源ご

みの回収量を増やすため、あなたのお考えは？ 

 

 
注 年齢不明者を除いています。 

 

◆アンケート結果 

 資源ごみの回収量を増やすため、現在の方法を継続すべきが５９％となっています。 

 各年代の傾向として、現在の方法の継続に次いで時間の見直し、分別収集拠点の増加と

なっており、４０代以下で、この傾向がみられる結果となっています。  

分別収集拠点

を増やすべき

である 

13% 

分別収集する

時間を増やす

べきである 

21% 現在の方法を

継続すべきで

ある 

59% 

その他 

7% 

問５(n=417) 

25% 

24% 

11% 

16% 

9% 

6% 

14% 

25% 

27% 

37% 

22% 

15% 

10% 

7% 

50% 

40% 

45% 

52% 

68% 

71% 

82% 

0% 

8% 

5% 

10% 

5% 

10% 

0% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

20代(n=8) 

30代(n=63) 

40代(n=73) 

50代(n=69) 

60代(n=96) 

70代(n=78) 

80代(n=28) 

問５ 年代別の状況 

分別収集拠点を増やすべきである 

分別収集する時間を増やすべきである 

現在の方法を継続すべきである 

その他 
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問６ ごみを減らす方法として、多くの市町村が採用している『ごみ袋の有料化』があり

ますが、あなたのお考えは？ 

 

 

注 年齢不明者を除いています。 

◆アンケート結果 

 全体で、現状維持が６２％、完全有料化を進めるべきが１８％、ごみ袋の量（無料配布

分）を減らすが、１５％となっており、６０代以下で現状維持に次、完全有料化を求める

結果となりました。  

ごみ袋の完全

有料化を進め

るべき 

18% 

ごみ袋の量を

少しずつ減ら

す 

15% 

現在の方法を

継続すべきで

ある 

62% 

その他 

5% 

問６(n=417) 

25% 

25% 

18% 

19% 

27% 

6% 

4% 

13% 

14% 

16% 

12% 

10% 

22% 

21% 

63% 

52% 

56% 

62% 

58% 

68% 

75% 

0% 

6% 

8% 

7% 

2% 

3% 

0% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

20代(n=8) 

30代(n=63) 

40代(n=73) 

50代(n=69) 

60代(n=96) 

70代(n=78) 

80代(n=28) 

問６ 年代別の状況 

ごみ袋の完全有料化を進めるべき ごみ袋の量を少しずつ減らす 

現在の方法を継続すべきである その他 
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問７ 資源ごみについて、普段どのように処分されていますか？ 

 

 

 

 

 

◆アンケート結果 

 リサイクル方法が確立していない廃食用油、剪定枝を除き、紙箱・包装紙、衣類などが

可燃ごみとして処分されている結果となりました。 

 

 

 

6.2% 

2.6% 

18.7% 

33.6% 

19.9% 

0.0% 

0.0% 

0.0% 

2.4% 

8.6% 

68.3% 

69.3% 

新聞・チラシ 

段ボール 

紙パック 

紙箱・包装紙 

衣類 

ビール瓶・一升瓶 

その他の瓶 

アルミ・スチール缶 

ペットボトル 

白色トレイ 

剪定枝・刈り草・落ち葉 

廃食用油 

問７（１）可燃ごみとして処理
(n=417) 

78.4% 

84.2% 

68.1% 

55.6% 

67.6% 

75.1% 

79.9% 

82.3% 

83.9% 

77.0% 

12.9% 

7.7% 

新聞・チラシ 

段ボール 

紙パック 

紙箱・包装紙 

衣類 

ビール瓶・一升瓶 

その他の瓶 

アルミ・スチール缶 

ペットボトル 

白色トレイ 

剪定枝・刈り草・落ち葉 

廃食用油 

問７（２）資源ごみとして処理
(n=417) 
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問７のつづき 

 資源ごみの主な処分先はどこですか？ 

 

◆アンケート結果 

 新聞等について、販売店の回収が３８．４％、次いで分別収集拠点が３２．４％、集団

回収が２６．１％となっています。 

 

 

 

◆アンケート結果 

 段ボールについて、分別収集拠点に出すが５９．２％、次いで集団回収が１９．４％と

なっています。 

32.4% 

38.4% 

9.1% 

5.0% 

26.1% 

分別収集拠点に出す 

販売店の回収に出す 

民間の不用品回収に出す 

クリーンセンター衣浦に出す 

集団回収に出す 

問７（３）新聞等の主な処分先
(n=417) 

59.2% 

2.6% 

5.8% 

12.0% 

19.4% 

分別収集拠点に出す 

販売店の回収に出す 

民間の不用品回収に出す 

クリーンセンター衣浦に出す 

集団回収に出す 

問７（４）段ボールの主な処分先
(n=417) 
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◆アンケート結果 

 紙パックについて、分別収集拠点に出すが４３．４％、次いで販売店の回収が１１．０％

となっています。 

 

 

 

◆アンケート結果 

 紙箱などについて、資源ごみとして処分する場合、分別収集拠点に出すが４１．７％、

次いでクリーンセンター衣浦が５．０％、民間の不用品回収がの回収が４．８％となって

います。 

 

43.4% 

11.0% 

6.2% 

3.8% 

9.8% 

分別収集拠点に出す 

販売店の回収に出す 

民間の不用品回収に出す 

クリーンセンター衣浦に出す 

集団回収に出す 

問７（５）紙パックの主な処分先
(n=417) 

41.7% 

1.9% 

4.8% 

5.0% 

2.9% 

分別収集拠点に出す 

販売店の回収に出す 

民間の不用品回収に出す 

クリーンセンター衣浦に出す 

集団回収に出す 

問７（６）紙箱などの主な処分先
(n=417) 



高浜市一般廃物処理基本計画 進めよう５Ｒ 

 

 48 

 

 

◆アンケート結果 

 衣類を資源ごみとして処分する場合、分別収集拠点に出すが４４．４％、次いでクリー

ンセンター衣浦に出すが９．８％、販売店の回収に出すが８．９％となっています。 

 

 

◆アンケート結果 

 ビール瓶などについては、分別収集拠点に出すが５４．４％、販売店の回収に出すが、

１０．１％となっています。 

 

 

 

44.4% 

2.2% 

8.9% 

9.8% 

7.0% 

分別収集拠点に出す 

販売店の回収に出す 

民間の不用品回収に出す 

クリーンセンター衣浦に出す 

集団回収に出す 

問７（７）衣類の主な処分先(n=417) 

54.4% 

10.1% 

2.2% 

7.7% 

2.6% 

分別収集拠点に出す 

販売店の回収に出す 

民間の不用品回収に出す 

クリーンセンター衣浦に出す 

集団回収に出す 

問７（８）ビール瓶などの主な 

処分先(n=417) 
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◆アンケート結果 

 その他の瓶については、分別収集拠点に出すが６６．２％、次いでクリーンセンター衣

浦に出すが９．１％となっています。 

 

 

◆アンケート結果 

 アルミ・スチール缶については、分別収集拠点に出すが５９．２％、次いで、販売店の

回収が１２．０％、集団回収が１０．８％となっています。 

 

 

 

66.2% 

2.2% 

1.7% 

9.1% 

0.5% 

分別収集拠点に出す 

販売店の回収に出す 

民間の不用品回収に出す 

クリーンセンター衣浦に出す 

集団回収に出す 

問７（９）その他の瓶の主な 

処分先(n=417) 

59.2% 

12.0% 

4.1% 

8.2% 

10.8% 

分別収集拠点に出す 

販売店の回収に出す 

民間の不用品回収に出す 

クリーンセンター衣浦に出す 

集団回収に出す 

問７（１０）アルミ・スチール缶

の主な処分先(n=417) 
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◆アンケート結果 

 ペットボトルについては、分別収集拠点が５５．４％、販売店の回収が１８．５％、民

間の不用品回収が９．６％となっています。 

 

 

◆アンケート結果 

 白色トレイについては、分別収集拠点が４９．６％、販売店の回収が１７．３％、民間

の不用品回収が８．４％となっています。 

 

 

 

55.4% 

18.5% 

9.6% 

4.8% 

1.2% 

分別収集拠点に出す 

販売店の回収に出す 

民間の不用品回収に出す 

クリーンセンター衣浦に出す 

集団回収に出す 

問７（１１）ペットボトルの主な

処分先(n=417) 

49.6% 

17.3% 

8.4% 

4.3% 

0.5% 

分別収集拠点に出す 

販売店の回収に出す 

民間の不用品回収に出す 

クリーンセンター衣浦に出す 

集団回収に出す 

問７（１２）白色トレイの主な 

処分先(n=417) 
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◆アンケート結果 

 剪定枝については、クリーンセンター衣浦に出すが、２０．１％、次いで分別収集拠点

に出すとなっています。なお、剪定枝は可燃ごみとして処分することをお願いしているこ

とから、正しくは可燃ごみステーションに出されていると考えられます。 

 

 

 

◆アンケート結果 

 廃食用油について、分別収集拠点に出すが６．０％、次いで、クリーンセンター衣浦が

２．６％となっています。なお、廃食用油については、正しくは可燃ごみとして処分され

ていると考えられます。 

7.4% 

0.2% 

0.7% 

20.1% 

0.0% 

分別収集拠点に出す 

販売店の回収に出す 

民間の不用品回収に出す 

クリーンセンター衣浦に出す 

集団回収に出す 

問７（１３）剪定枝の主な処分先
(n=417) 

系列1 

6.0% 

0.5% 

1.4% 

2.6% 

0.5% 

分別収集拠点に出す 

販売店の回収に出す 

民間の不用品回収に出す 

クリーンセンター衣浦に出す 

集団回収に出す 

問７（１４）廃食用油の主な 

処分先(n=417) 
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問８ ごみ減量やリサイクルなどへの取り組み（５Ｒ）について、日頃から５Ｒを実践さ

れていますか？ 

 

 

注 年齢不明者を除いています。 

◆アンケート結果 

 各年代ともごみ減量、リサイクルに関心が高い結果となっています。 

91.1% 

76.0% 

88.0% 

76.0% 

68.3% 

リユース（使えるものは再使用す

る） 

リデュース（ごみをつくらないよう

にする） 

リサイクル（資源として再利用す

る） 

リフューズ（レジ袋など断る） 

リペア（修理して使う） 

問８ ５Ｒの取り組み状況(n=417) 

88% 

95% 

88% 

94% 

95% 

87% 

86% 

25% 

60% 

75% 

77% 

81% 

88% 

75% 

63% 

92% 

84% 

91% 

93% 

85% 

86% 

63% 

84% 

81% 

77% 

69% 

77% 

68% 

25% 

68% 

68% 

70% 

72% 

65% 

75% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

20代(n=8) 

30代(n=63) 

40代(n=73) 

50代(n=69) 

60代(n=96) 

70代(n=78) 

80代(n=28) 

問８ 年代別の状況 

リユース（使えるものは再使用する） 

リデュース（ごみをつくらないようにする） 

リサイクル（資源として再利用する） 

リフューズ（レジ袋など断る） 

リペア（修理して使う） 
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その他の意見  

 

 その他の意見として（１）町内会加入者、（２）町内会未加入者毎に整理し、それぞれ各

年代毎にまとめたものは次のとおりです。 

 

（１）町内会加入者 

 

問１ 高浜市の可燃ごみ（燃やせるごみ）の収集について、お困りのことはありますか？ 

 

◆３０代のご意見 

歩道の電柱に収集されると歩道が通れなくなってしまい危ない。 

カラス対策をしてほしい。 

８時近くにごみを出しに行くとステーションのネットがかぶさらないくらいにごみ袋

がいっぱい置いてある時がよくあり、どこに置こうか困る。 

集合住宅（アパートなど）のゴミ出しのマナーがひどすぎて迷惑である。 

現在、注意看板がはがれています。マナーが守られていないため、２つも看板があるの

ですが、マナーが悪いのではなくゴミの出し方が分かっていない方がいるのではないで

しょうか。指定のごみ袋で、ゴミ出しの曜日は火、金のみ８：００までに出すように書

かれた看板の方が良いと思います。気持ちよく暮らせる町にしていきたいものです。 

 

◆４０代のご意見 

指定日以外で出すところがある。 

回収時間の順番を教えてほしい。 

うちの一番近くの場所は昼ちょっと前までに出せばいいので時間に余裕があっていい

です。 

歩いて持っていくには少し遠い。 

 

◆５０代のご意見 

回収車の順番があるのだから、地域毎に収集時間（例えば８時３０分まで）が異なって

も良いのでは？ 

カラス対策 

自宅の前にごみを置きたい。 

マナーの悪い方がいて困っている。収集日ではない日に回収袋でない袋に入れて出して

いる。 

ごみステーションが汚い。 

場所が狭くて出しにくい。 
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ごみ袋がすぐ破ける。 

犬のふんは入れないとの事でしたが道で拾う時、小石や枯草などが付いています。これ

を浄化槽に流してよいものか。それよりゴミで出したほうが良いと思うのですが、いか

がですか？ 

 

◆６０代のご意見 

高浜市指定袋に入らない場合、普通の袋に名前を書いておいても持って行ってくれな

い。その辺大目にみて片付けて頂ければうれしい。 

指定日でない日にごみを出す人がいる。 

集積場の近くに住んでいるのですが指定日、指定時間以外に出す人がいるので困ってい

る。不燃ゴミを出す人がいるのでよく市民生活グループに連絡している。カラスが来て

ゴミを散らかしていく。空き缶がよくころがっている。 

ステーションまでの距離が遠い場合は、自動車を使用してごみ出しする可能性が高くな

ると思われます。通勤時間帯とも重なり事故等の発生につながってくるのではないでし

ょうか？ 

カラスの対策が必要。ゴミ袋を少し多く配布してほしい。 

ごみ袋に入りきらない植木の枝等を回収して頂けるとありがたいです。 

収集以外の日に出ている。収集以外のものが出ている。 

ごみの立ち番が、肉体的、精神的な苦痛被害として複数の家で生じている。 

可燃ごみ以外のものが入っている人がいる。袋に名前を書くようにしてはどうか。 

庭の樹木を切ったものを可燃ごみステーションに出せるようにしてほしい。 

鳥が食べれないように網を市又は町内会が支給してほしい。 

 

◆７０代のご意見 

ごみ出し地区をステーション毎に決めて守らせる事（自動車で出勤時にポイ投げはやめ

る） 

収集時間に差があるときがあり、たまに出して遅れるときがある 

週２回で良いと思います。 

 

問２ 資源ごみの分別収集について、お困りのことはありますか？ 

 

◆３０代のご意見 

町内会の立当番を無くしてほしい。家庭の事情を理解してほしい。（子どもが小さい。

夫の協力が仕事で得られないなど） 

隔週だとゴミがたくさん貯まるので毎週全品収集してほしい。 
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資源ごみも袋に入れて回収地点に出したい。 

収集回数が少なくて大変困っています（現在１回/月）高浜市内で統一して（２回/月）

して欲しいです。 

資源ごみの当番は現役世代では時間的にきびしいものがある。 

町内会で立ち番をしているが、入会していない人も利用していて何か不公平に感じる。

実際、入会していない知人が「市役所に行けばゴミ袋ももらえるし、朝のいそがしい時

間に立ちたくないので入会しない。でも市民だからゴミを出す権利はある。」と言って

返事に困った。 

雨天時にも紙類などが収集できるようにしてほしい。 

可燃ごみを収集するところに捨てられるといいな。 

 

◆４０代のご意見 

働いていて忙しいので保育園に預ける８時３０分までにしてほしい。 

缶類、ペットボトルなどを同じ日の回収にしてほしい。 

ごみの立当番の時間が長い。仕事や小さい子供がいる家庭が多いので 

立ち当番がちょうど子供を送り出す時間と重なり大変です。長期休みの時なら良いので

すが、普段の時だと主人に半休を取ってもらったりしないといけないので負担です。 

ごみの分別が徹底されていない。立ち番の人によっては言うことが違うことがある（不

燃ゴミに関して） 

ごみステーション回りが車だらけになり危ない。 

当番制を無くしてほしい。シルバーとか役所の人で立ってほしい。 

プラスチック容器の収集日が週１回と少ない。少なくとも２回必要。 

平日の朝、資源を出すのは無理 

クリーンセンターでは、碧南と高浜では違うことを言われたことがある（プラ）。 

8 時 30 分ごろまでは、もうなくなっているのもあって、子供を送り出してからでは間

に合わないので、よく出しそびれて他市のスーパー前などの収集場へ出している。 

朝出せない場合があるので夕方あるとよいかな。 

資源ごみも可燃ごみと同じ収集場所にしてほしい。 

夏場はペットボトルの回収について毎週にしてほしい。布類は月１回でよいかと思う。 

 

◆５０代のご意見 

立ち番について、現行３人一組だが、割と出てこない人がいるので、２人一組にしたほ

うが休みにくくて良いと思う。それと立ち番の順番が隣家で組まれていないので遠くま

でカゴを持って行かないといけないので不便である。町内会に入っていない人もすてに

来るのは不満。 
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月に５週ある場合のビニールが家にたまってしまうのが困る。 

当番を立つ人によって、ごみ分別が違う時がある。紙シュレッダーを可燃ごみを出すよ

うに云われた。それはおかしい（違う）と思う。 

少し大きなものも扱えるようにならないか検討いただきたい。 

分別方法について、はっきりわからないものもあり、立ち番の際に困ることがある。 

ごみの出せる時間を４５分間にしてほしい。 

曜日を土曜日もほしいです。 

７時前には出勤するので時間が合わない。 

いつでも出せるところがあるといい。 

もう少し早い時間から出せる様にしてほしい。 

平日の午前７時から午前８時までの立ち番だと会社に間に合わない。 

 

◆６０代のご意見 

ある程度大きいものでも持って行ってくれると助かります。 

朝６時から出したい。 

指定時間前や後に出す人がいる。他市の人が時間前に出している。時間前に出す人が指

定物以外のものを置いていく。 

未だに分別が間違っている人がいます。班に入っていない人だと思いますが？ 

朝の出勤時間を考慮すると１時間くらい早いほうが良い。 

先日、資源ごみ（缶、ビン等）の当番に６時５０分から立ちましたが、すでに、たくさ

ん置いてありました。しかも分別してない大袋で（缶もビンもごちゃごちゃ）対策をお

願いします。 

分別収集の意味、効果が不明のため、分別種類が多く感ずるのは当然でもある。 

立ち番がなくなるといいですが 

立当番の長（かご管理）を順番にしてほしい。いつも同じ人が長になっている。 

月に一度午前中出せると助かります。 

私のところはアパートなので人の出入りが多く当番の時に１人の時が多い。1人では当

番をしたくない。今年は２月に当番が来る。どうしたいいか。 

分別の出来ない人があり、町内毎の勉強会も必要ではないのでしょうか。 

 

◆７０代のご意見 

曜日のマナーを守らないで、いつとなく出す人に注意してもだめです。 

午前７時から午前８時の最も忙しい時間は変えてほしい。 

缶類の仕分けがわからない。（どこまでが資源ごみか不燃ごみか）、減量化を進めるので

あればもう少し分別化を進めるとよい。 
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出せる時間を午前９時迄ぐらいにしていただきたいです。 

出すほうから言うと長くしてほしいが、立ち番の方のことを考えると現在の方法でよい

のでは 

いつも午前７時より前にたくさんの資源ごみが出してある。産業廃棄物を出す人がいる

ので困ります。見れば断りますが・・・。 

立ち番のことを思うと現在の収集方法でよい。 

◆８０代のご意見 

資源ごみの出し方は現在のままで良いと思います。 

 

問３ 資源の収集品目（分別種類）について、あなたのお考えに最も近いものは？ 

 

◆３０代のご意見 

収集品目を少なくして当番をなくすか、専門の方を配置していただきたい。 

 

◆４０代のご意見 

立ち番を無くしてほしい。 

プラスチック類の中に軟質プラ（外装ビニール、買い物袋等）を含めてほしい。紙類は

菓子箱等の様な分別マークで紙と書いているものを含めてほしい。 

 

◆５０代のご意見 

不燃ごみでコンテナに入らないものは有料のシールを貼って出せるように出来たらい

いと思う。クリーンセンターに持って行く時がない。 

衣類の分類が分からない。 

プラスチックがクリーンセンターでは可燃ごみになってしまう。 

今の方法で慣れているので変更されると迷ってしまう。通達をよく読んでない人は以前

のままということがよくある。 

 

◆６０代のご意見 

資源当番がいつも同じビン、缶ばかりで大変です。紙と交互に必ず当番をしてほしいで

す。 

有益な資源となれば分別の種類を増やしてもよい。 

黒瓶はその他の瓶と一緒に 

ビン類は無色と色物の２区分くらいが良い 

 

◆７０代のご意見 



高浜市一般廃物処理基本計画 進めよう５Ｒ 

 

 58 

 

ガラス瓶の分別の種類が多すぎ、戸惑いが多い。 

品目を多くすると高齢者の立ち番の時に困ります。 

今までやってきているので慣れている。このままで良いと思う。 

 

◆８０代のご意見 

資源ごみの出し方は現在のままで良いと思います。 

 

 

問４ 分別収集を正しく行うためにはどのようにしたら良いと思いますか？ 

 

◆３０代のご意見 

プラスチック製のものをどこに捨てたらいいのかわからない（カゴやボール、ザルなど） 

分別収集自体をなくす。各自クリーンセンターへ持って行けばよいのでは。立ち番が負

担。町内会に入るメリットが感じられない。 

立ち番する自分が分別方法の知識がないので当番が不安です。 

刈谷市みたいに袋に不燃物などを入れての回収にしてほしい。ごみの立ち番はやめてほ

しい。 

いずれは、ごみの立ち番は無くしてほしい。 

リサイクルカレンダーを見やすくする。収集日を増やし、いつでも分別回収できるよう

にする。 

スーパーの入り口での分別収集にて子どもは分別について学んでいる気がします。朝の

短時間でパッパと親がやるだけの機会では子は学べない。常時と言わないけどもう少し

分別にふれられる方がいいと思う。 

もっと詳しい分別表を作成し各家に配布してほしい。 

今の冊子をもう少し詳細にしてくれると本当に助かります（電気コードの端は切るのか

など） 

分別のわかりやすい表などを作成して分別は個人の責任でやるべきである。 

 

◆４０代のご意見 

分別収集拠点に持ってくる人は分別方法がわかっている人が多いと思う。立ち番は必要

なのか？ 

町内会に入っている人のみが立ち番をやらなければいけないのは納得いきません。ゴミ

ステーションは町内会以外の人も使用しているのに全世帯がやるべきだと思います。 

場所、場所でルール（例 ビンのラベルを取るなど）が違うため、統一してほしい。 

立当番であいさつをしない人がいる。うるさく言う人がいる。細かいチェックはいいが
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態度が悪い。 

立ち番する人は当番ではなく、シルバー等利用して同人物でやってほしい。 

目次付きのごみの詳細な分別一覧ガイドブックを作り、各家庭に保存版として配る。班

長になる前に定例会で分別説明を受けるとか。 

分別収集の立当番は町内会の人たちが順番で立つのでなく町内会に入っていない人で

もやるべきです。朝の１時間の立当番も忙しい時間なので短くしてほしい。３０分くら

いにしてほしい。 

立当番で仕事もあるので土曜日、日曜でよれると良いかも、土日の方が分別であわてな

くても良いので学べることも多いと思う。 

１年１回程の立ち番なら苦にならない。人がいないといい加減になりそう。 

専用袋を設定する。現在の可燃のみからプラ、紙を設定。金属類等燃やせないものは麻

袋で設定。 

紙に分別方法が記載されているため、見てやれていると思います。結果的に分別できて

いないものがあるのなら、指導員を配置したほうが良いと思います。 

 

◆５０代のご意見 

時間外に捨てる人を注意してほしい。当番が来る前にぐちゃぐちゃに捨ててある。（常

連さん）、町内会に入っていない人も捨てにくるのはどうかと思う。 

分別を適正にできる人に少人数いてもらう。拠点にまち協の人が多すぎて出しにくい時

がある。 

みんなが悩む（よくわからない）項目を説明書に残してプレート等と一緒にカゴにいれ

ておくこと。 

エコハウスへ分別のわからないものを持ち込んで具体的な分別の方法を教えてもらい

たい。 

分別内容のパンフレットはもらっているが、収集拠点にも分別の案内の看板を設置表示

して確認できると良い。 

町内会に加入していない人もいて、当番をしていないので不公平感がある。また、老人

世帯も多いので費用を取って委託したほうが良い。 

立ち番を毎回、奇数週と偶数週に入れ替えてほしい。奇数週（瓶・缶）は偶数週（新聞）

よりたいへんなので、数回奇数週が続いて負担が大きい。公平にしてほしい。 

働く人は立ち番はつらいです。何とかしてください。会社に間に合わない。 

分別マニュアル（早見表）を各世帯に配布していただきたい。 

年に２回ほどの立当番だが、暑い時、寒い時はやりたくないので、シルバーに委託する

なり、やっていただける専門の方を頼んだほうがいい。同じ人がやるなら間違いもない。 

 

◆６０代のご意見 
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ごみの立ち番を無くす。 

班に入って無く、アパートの人達は当番もしないので何となく不公平というか、どうか

と考えますが？ 

ごみの立ち番を継続するとともに広報等に定期的に分別方法を案内（状態の良いと思わ

れる箇所より）立ち番の人員を減らしていってはどうでしょうか？ 

分別収集、ごみの分け方・出し方、写真入り説明パンフを配布（年に何回か）する。 

その場での学習が良いと思います。 

分別方法が変更された場合、収集拠点が突然、指摘される。市民への分別情報の周知方

法が口頭伝達となっている。全市民への周知度合が低いのが実態であり、問題である。

（基本計画の情報共有化の目標、実施レベルが疑問） 

当番でもよいが、自主的にできる人があれば、少しのお礼でやってもらえると助かる。 

回覧板、広報等で分別方法を明確にする資料を配布して欲しい。 

立当番は無用と思います。新しく入ってきた人に説明をしっかりすれば良い。 

町内で一番マナーの悪い箇所を選び監視カメラ等の設置を検討。 

立ち番について、冬、荒天の日は身体に悪い。ボランテイアなのに強制的で考える時が

きているのでは？ 

 

◆７０代のご意見 

立ち番制度は排除してほしい。継続するならば、どの家庭も平等にやるべきで、現状は

不公平感がある。 

ゴミ分別便利帳を配布するだけでなく、広報などにチラシを入れたら認識が高くなると

思う。 

ごみの立ち番を無くしてシルバーに委託する。 

意識の問題、分別方法をよく読むこと。 

どちらに分別したらよいか迷うことが多々ありますので学べる機会があると助かりま

す。 

老人には暑い時、寒い時、当番は体にこたえる。しんどい。町内会をやめたい。 

立ち番の高齢化を考え、何とかしていただきたい。 

 

◆８０代のご意見 

現在の方法で良いと思います。 

高齢者のみの世帯については健康の具合によるが立ち番を再考願いたい。 

立ち番ですが年をとって力が無くなってきてます。一緒に立つ人に悪いなぁと思い町内

会を抜けなくてはいけないかと思います。 

現在８２才、立ち番ができないので皆さんに申し訳なく思っている。 
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問５  ごみを減らす方法として、ごみの分別収集（資源ごみの回収）があります。資源

ごみの回収量を増やすため、あなたのお考えは？ 

 

◆３０代のご意見 

家の前まで回収に回る。 

仕事をしていると７時から８時は出せないです。 

分別収集をやめて各自ゴミ処理センターに持ち込めばゴミは減ると思う。 

短期間で民間業者が回ってくると良いかと・・・。分別をやるなら中心的な人がいてほ

しい。 

 

◆４０代のご意見 

分別収集の機会を増やす。 

特別回収を日曜日だけでなく、土曜日もやってほしい。 

収集回数を増やす。 

土日やＰＭ６時ごろまで収集してもらえる場所を設置してほしい。ドミーやヤマナカの

駐車場の一画に設け、シルバーさんが常駐する。そしたらスーパーも客が増えるし、回

収量も増える事間違いなし！ 

分別枠を広げ、簡易に分別できるようにする。 

小さいお子さんのいる家庭は朝早いと当番なども大変・・・７時 30分から 8:30までに

するとか・・・８:00頃までが忙しいので、ごみ出しに行けない事が多い（母は） 

 

◆５０代のご意見 

収集日数を増やす。 

ゴミ袋の枚数を一人何枚で分けてほしい。 

皆がよく買い物に行く所へ分別収集場所を設置する様に依頼。各家庭は買い物時に持

参、市は１日に１回りして分別収集してはどうか 

土曜日にしてください。 

いつでも出せるところをつくるとよい。 

現在の方法以外に午後６時から午後７時（冬以外）１か月に缶類を１回、紙類を 1回 

 

◆６０代のご意見 

分別収集の日を増やしてほしい。 

資源ごみ収集特別拠点の収集を第２第３日曜日で区分しないですべての資源ごみの回

収を行ってはどうでしょうか？ 
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資源ごみを増やすのは分別しかない。市民一人ひとりの理解と協力、実行が必要。 

分別収集の成果情報が周知されていない。目的、効果が不明で作業のみやらされる市民

は苦痛のみが残る。 

有料にすべきです。 

 

◆７０代のご意見 

プラスチックが付いた鉄類を少し分解して出す取り組みをしてほしい。（不燃物の中を

見ると資源化できるものが多く入っている。） 

シルバーさんで時間を長くする。 

ペットボトル、アルミ缶、スチール缶は毎週にしては 

時間を少し長くしていただきたいです。 

働いている人の時間を配慮して 7時から 7時 30分にしてはと思う。 

ごみを出す人が決まりを守ることからすべきである。 

 

◆８０代のご意見 

現在の方法で良いと思います。 

 

問６ ごみを減らす方法として、多くの市町村が採用している『ごみ袋の有料化』があり

ますが、あなたのお考えは？ 

 

◆３０代のご意見 

ごみ袋の金額が今のままでは高すぎる。他の市のように安くするなら有料でもいいと思

う。 

無料配布分だけでは絶対足らない。いつも買い足している。値段高すぎ。 

今のままでいいと思うが、おむつ世代がいると必ず購入しなければいけないので、どう

にかならないのかなぁ・・・と思う。 

 

ごみ袋の購入費用は他市と同等であってほしい。今のように高ければ意味がないと思

う。 

有料のごみ袋の中はなんでもいい？分別と一緒にして袋は無料でいいのでは？ 

 

◆４０代のご意見 

ごみ袋の販売をしている店に勤めています。４００円は他市に比べてかなり高いと思い

ますが、それでも配布時を待てずに多くの人が買っていかれます。足りなくなれ買える

から・・・と、思っている人が多いのでは。極端ですが無料配布するなら数を見直し配
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布しない（もしくは、市役所のみで１回につき１袋販売←わざわざ行かなければと思う

とゴミの量が減るのでは？）、ゴミ収集回数と枚数が同じならゴミ袋が少し小さくなっ

ても３～４日この袋に入れなきゃと思って、少しでもゴミが減るかも・・・ 

他の市に比べると高浜市の袋の料金は１０倍で高すぎる。その為、他の袋で出す人が多

いと思う。 

無料配布するごみ袋の大きさを小さくして大きい容量のごみ袋は購入して使用するよ

うにする。 

完全有料化でも良いが購入費用は安くする（10枚百円） 

２人から５人が同じ袋の量はおかしいと思う。家族構成にもよるが大人２人学生３人だ

と量も多くなるので枚数を増やして欲しい。 

ごみ袋の配布の方法に問題がある。人数で配布枚数が違うようだが、あまっている家庭

もあるように聞く。足りない家庭は買い足すのに高いと聞く。幸い家は間に合っていま

すが・・・。 

市民が少なくて、市名印刷に経費がかかり高いと思うが市名は必要？近隣が印刷してく

れているのでビンボー高浜市が市名省略袋でも許される！印刷代を無くして袋が安く

なれば有料でもいいし、無料配布でも税金節約になる。「市名の印刷なし化」という意

見でした。 

ごみ袋が足らなくなり有料でもよいですが価格を下げてほしい。 

一定量は無料、それを超えると有料は理にかなっていると同感。 

ごみ袋が高い分、家庭内でごみを減らす努力をしています。しっかり分別して生ごみは、

畑に埋めています。 

資源ごみ袋を設定し１０枚１００円以下で買えるようにする。 

ごみ袋の枚数ですが、わが家は９人家族ですので、ごみ袋が毎回足りません。５人以上

は一緒の枚数みたいですが、もう少し人数の多いところはごみ袋の枚数を増やしほしい

です。 

ごみ袋が足りなくなった時買うが、高い。 

ごみ袋が高すぎる。 

 

◆５０代のご意見 

ごみ袋が高すぎます。 

資源ごみ回収を隔週から毎週にする。 

有料化は効果が少ないので、今のままで良い。理由：ごみ袋代を気にする人は既にごみ

削減も気になっている。気の無い人は有料にしてもごみを出すので効果は少なく無料配

布をやめると無断で捨てる人が逆にふえるのでは？ 

有料化にすると指定袋以外の袋で出す人が増えるかもしれません。 
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◆６０代のご意見 

もう少しごみ袋を丈夫な物にすれば、たくさん入る。今の物はすぐ破れて使いづらい（一

枚で終わるのに二枚使うことが多い。） 

ごみ減量の目的、課題、市政目標が示されないまま「減らす、減らせ」だけでは、市民

協力は得られない。有料化は知恵のない安易な方法であり、効果少ない予想。有料化が

魅力ある町づくりなるように積極的に実施すべし、巡回バスも有料、値上げして、タク

シー同様な利用方法の考案を。 

ごみ袋は有料化でもいいのですが、この頃の袋は以前と違い薄いようです。すぐ破れて

しまい、これでは値段とバランスが悪いのでは？他の方からも聞きます日本製から外国

製になったともききましたが・・・ 

有料でもよいが大きい可燃ごみを出せるようにしてほしい。 

多くの市町村が採用している有料化も賛成できるが、高浜市として有料化にした場合１

０枚いくらで販売できるのか明記してほしい。 

有料化を進める前にもう少し勉強の場を、指導を。 

 

◆７０代のご意見 

無料配布は聞こえが良いが人件費が使われている。購入費用を見直し完全有料化で良い

と思う。 

町内会に皆が加入してほしい。 

ごみ袋は町内会で管理する。 

有料化した場合、空き地や草むら、道路などに捨てられる量が増えるような気がします。 

 

◆８０代 

町内会に入っていない人がごみ袋を無料でもらったり、当番もやらずに平気で持ってく

る人が無いように、ごみ袋はそういう人には無料をやめてほしい。 
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自由意見 

 

◆３０代のご意見 

ごみ当番はいいと思うのですが町内会加入者だけが行い、入ってない人は利用するのに

立たないのはどうかと思う。また、子どもが小さく（１才）でもごみ当番があるが、現

実的に子どもを朝から預けることができず一緒につれて行っても動きまわり車などが

とても危険です。今年は町内会に加入していますが、ごみ当番の件でひっかかり、また

来年度には新生児もいるのでとても困り、来年は加入することをやめようと思います。

ごみ当番は子どもが未就学児の家庭は免除などはできないでしょうか。 

ごみの収集場所を見直すべき。朝の交通量の多い時間帯に歩道をふさがれていると通

園、通学の時にあぶないし通れない。ガードレールしかない歩道が多いのによけいにあ

ぶない。どうがんばってもおむつなどのごみは減らせないのに袋が足りない。購入する

にも高すぎる。子育て世代にはごみ袋が少ないと思う。 

町内会に入ってもゴミ袋は足りず買い足す。ゴミの立当番がある。町内会費は高い・・・

不満だらけです。だから町内会をやめていく人が多いのではないでしょうか。ゴミの減

量化もいいですが負担が多すぎです。 

８時までにごみを出さないといけないというルールになっているのに、ごみの収集が

９、１０時になるのはおかしいと思う。収集にも限界があるかと思われますが、９、１

０時になるのであれば８時までに出すというルールを見直すべきではないのか。まじめ

に８時までに出しているのがアホらしいですよ。 

乳幼児がいる家庭の冬の立ち番はやめてほしい。変わってもらえる知り合いもなく、だ

っこヒモで大人しくしている子なら親子であたたまれるけど、１～３才とか立って一緒

に寒空に立たされるのはかわいそう。家に留守番させておくわけにもいかないし、どう

にかしてほしい。妊婦さんもみててかわいそうだし、どうにかならないものかと思う。 

ごみ袋を小さくしたり、有料化したりするのは良いが、おむつごみがある家庭は、どう

しても減らすことが困難。現在の配布枚数では必ず週２回もえるごみを出す必要がある

ので買わなくてはいけない。ごみを出す日を週１回にすると不衛生。立ち当番の負担が

大きい。未就学児の子供がいると父親が朝仕事へ行ってしまうので、子供を連れて立ち

当番をしなくてはいけない。 

 

プラスチック製容器包装の分別を増やしてくださったおかげで可燃ごみの量がすごく

減り、小さめの袋で何とか出すことができたので良かったです。しかし、いつもの分別

収集に捨てに行く感覚でクリーンセンターに行ったところ、お菓子の袋やポリ袋は可燃

ごみで出すように言われ、柔らかめのプラスチックケースやプラスチック容器か分別で

出すことができませんでした。そこを統一してもらえるとよかったです。ごみ袋はでき

ればこれ以上小さくしないでほしいです。買うと高いので配布された分で今まで出して
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きましたが、買うとなるとすごく高いので小さくするならせめてもっと安くしてほしい

です。 

現役世帯（核家族）ではゴミ当番はキツイです。町内会を脱会するか迷っています。 

友人が安城市に住んでいて、家に薪ストーブのある家に住んでいます。クリーンセンタ

ーに運ばれてきた剪定枝を薪ストーブなどで必要な方に分ける制度？があると聞きま

した。そのような取り組みをしたら資源リサイクルになるのではないでしょうか。 

ごみの立ち番は、子供がいたりすると大変なので見直してほしい。 

 

◆４０代のご意見 

高取小学校と南中の資源回収がいつも同じ時期にあるのでずらしたほうが小、中のため

にもなるし、市民のためにもなると思う。もっと言えば高浜市全部の学校の回収日がわ

かれば、それに合わせてゴミを集めておくことができて助かる。 

犬の散歩の事なんですが、私が見ているかぎり、小さい犬の人はだいたいの人が持ち帰

りますが、大きい犬の人はフンが大きくて嫌なのか、そのまま置いて帰られる人が多い

です。中には大小関係ないのですが、人の家の前にフンをしても持ち帰らないと言う、

人としてどうなのか？と思う人も見受けられます。 

①可燃ごみについては「現在の時間で良い」を選んだが、私の出すところは１１時頃に

回収にくるので、ゆっくり掃除をした後に出せるから助かっている。８時に来てしまう

とやはり慌てると思う。②資源ごみについては、立当番が回ってくる為、時間が長くな

ってしまうと困る。小さい子どもがいるし学校へ行く支度の時間が重なっているので大

変。③ごみ袋がとても高い。④ごみ袋の有料化は困る。今、無料でいただいている袋を

大切に使っているが、なるべく一杯になるまで入れてから出すなど努力はしている。⑤

ごみを出してはいけない日に出してカラスに袋を破られたり、あらされている拠点をみ

かける事が多いので、その場所の人の指導をしたほうがよいと思う。 

近所で町内会に加入されていない方がみえます。（一軒家）強制加入ではないから？資

源ごみ立当番や班長、町内会費など役割が発生することに不公平感を感じます。 

①市役所での可燃ごみ袋の配布やクリーンセンターへのごみ持込み無料は見直すべき

です。②町内会未加入や脱退する家庭が出てくるので 

ゴミ当番で立っているが、配置するレイアウトの写真が古くレイアウトに不備が発生し

た。ゴミ分別のレイアウトをデジカメで撮影して日付を入れて更新してもらいたい。分

別当番も分別ゴミを出しに来た人も混乱する事なく、不快な気持ちにもならず済むと思

います。 

子供達へごみ分別の機会を与えたらどうでしょうか？社会の時間で学ぶと４年生にな

らないと学ぶ機会もありませんし、分別まで詳しくは学んでないと思います。できれば

遊び感覚でできるものが良いかと思います。エコハスに出向けば遊び感覚でできるゲー

ムがありましたが行くことができない、行かなければ学ぶことができません。子供達か
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ら、親、家族への分別の仕方の説明があればよいかと思います。次の世代が小さい頃か

ら身近なことがわかっていると、ごみの減量化ができることにつながっていくかと思い

ます。 

ごみの出し方がわかる看板にした方が、はじめて可燃ごみステーションを使われる人に

わかりやすいし、以前から使われている人にも気持ちよくゴミ出しができるのではない

でしょうか。よろしくお願いします。 

立当番をなくしてほしいです。 

とにかく資源ごみを捨てるのがめんどう！①サイズの大きいものが入らなくて、収集場

に持っていけない。②朝、わざわざ重いものや、かさばるものを車で捨てに行くのがい

やで、ついためてしまう。（買い物ついでに捨てたい）③ドミーのところでも、新聞屋

の回収も同じだが、ひもでしばるのが面倒（ひもがすぐに無くなるし）、スーパー等で

回収する所で縛らなくてもいい市もあるのでそこに捨てることも。④立当番のない市は

ないの？そことの違いは何？他市との差についてみんな知らないので開示して話し合

えばいい。⑤豊田市のような金属ごみなど一部除いた資源ごみ（プラも含めてほとんど

全部やっている）全般を土日や夕方までヒモでくくらなくても入れてこれる回収場があ

ればと思います。本気で資源ごみの収集をアップしたいならコレをすべき！ヤマナカ１

か所でもやってくれたら・・・交渉してください。 

カラス対策をして頂けるとありがたいです（追い払っても逃げないので） 

ごみ袋の無料配布は最低限の枚数を配布することにしないと不法投棄などの問題が発

生するのではないかと思います。 

「修理して使う」ですが、食卓イスとこたつを「あかおにどん」に持込み、直したこと

があります。壊れた物を捨てずに安価で直せ、今も使っています。工具と場所、おじさ

んたちの協力で、すごく助かりました。しかし、本来の「あかおにどん」の利用ではな

いらしく、少し利用しにくいです。材料もネジから自分で用意しなければならないので、

ホームセンター近くなので、工具、場所の貸し出し、知恵と腕のあるおじさんがいる場

所があるといいです。安城市に剪定ゴミのリサイクルセンターがあります。ゴミ集め、

発酵させ、堆肥を作り、イベントで配っています。学校給食では、食器、お盆を数年に

１度入れ変えているそうです。業者に引き取ってもらうと聞きましたが、震災用、地域

のイベント用に使えませんか？市の税金で買った物なので、学校で使わなくなってもほ

しい人はいると思います。某小学校では、５年のもちつき用に新しいお盆を購入したそ

うです。一方では捨て、一方では購入するなんてもったいないです。いらない所とほし

い所の話がつけば、無駄な出費を減らせたのでは・・・ 

水曜日の立ち番はしょうがないとは思うのですが、子どもが小さい為、主人に行っても

らっています。でも、遅刻して当番に行っているのでどうにかならないかと思っていま

す。隣の人は立ち番があるので町内会に入らないそうです。友人はお金を払ってシルバ

ーさんに頼んでいたのですが、「シルバーに頼めばいいと思っている」といわれ、町内
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会をやめました。立当番は、私の身近な所では負担になっています。 

ごみの分別と回収の促進が市政や財政に資することをもっと宣伝するとよいと思う。ご

みの現場での分別や対応では立ち番をしていて分からないこともあるので指導員を派

遣してほしい。各小中学校での日常の資源回収を進めさせ、子どもの頃から意識を高め

させる取り組みをしっかりさせる。また、地域の清掃ボランティアを中学生にさせたい。 

 

◆５０代のご意見 

可燃・資源ごみの収集場所を５年に１度変更してほしい。クリーンセンターの搬入時間

を１９：００ぐらいまで延長してほしい。外国人のごみ出しマナーが徹底されていない。 

一番の不満は町内会に入っていない家の方もゴミステーションに捨てることです。町内

会費を払わず、立当番もやらず。今日、資源ごみを７時ちょうどに出しに行ったらすで

にゴミの山となっていました。それもぐちゃぐちゃに捨ててありました。当番の方も２

人みえていましたが、気の毒としか言えない状態でした。捨ててあるごみは同じ缶ばか

りなので同じ人だと言うことはすぐわかります。仕事を理由にするのなら、早朝ごみス

テーションを設けたらどうでしょうか？市役所とか特定の場所だけに。以前はごみステ

ーションはきれいだったので誰かによってマナーが悪くなりました。当番の日が憂鬱に

なりました。何とかしてください。 

ごみ袋を有料化できないのなら配布方法を変えたらと思います。人と時間がとてもかか

っていると思うので、ごみ袋を配布するのではなく、引換券を配布して指定のお店でご

み袋と引き換えするようにしてはどうか。 

ゴミの収集・処分いつもありがとうございます。これからも出来ることは協力していき

たいと思います。よろしくお願いします。 

回収品目のちがうものを出される方がおり、当番の時、処理に困る。 

時間外にごみを出す人、収集拠点外に捨てる人をみつけ、何故、そのような行動をする

のか、一度聴いてみたらよいのでは？どうすれば、その様な行動をとらなくなるのかの

良いヒントになるのではないでしょうか。（但し決して怒ってはいけないと思います。） 

①町内会に加入していますが、情報があまり回って来ないため資源ごみの出し方がよく

わかりません。②新しく引っ越して来た人には市役所で教えてもらったりすると良いと

思います。③資源ごみはそんなにたまらないので、土日でも出せるようクリーンセンタ

ーの開いている時間を増やしてもらってまめに出すことができればうれしいです。④ご

み袋をもらえるのはうれしいですが、２人家族だと余ってしまいます。ごみを減らすた

めにももう少し少なくても大丈夫です。 

粗大ゴミもある程度出せるといいですね。 

私の家の北側が可燃ごみの収集場所になっています。ほとんどの方はきまりを守っても

らえてますが、中には回収日でないときに指定以外の袋に入れて出され、ごみが散らか

ってしまうことが多々あり、よく掃除をしたり貼り紙をしますがなくなりません。回収
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車も指定の袋でないと、そのまま放置されていく場合もあり、たいへん嫌な思いをして

おります。 

粗大ごみの取扱いがいまいちわからずにたまってしまう（布団、家具等） 

立ち番は廃止してほしいです。大体アパートの人は免除されるということ自体、平等で

はない。当番をした人はポイントで現金でなくても何か特典があるとか、1時間も拘束

されるのだから、それぐらいあっても良いと思う。仕事をしている人や小さい子供のい

る人は大変。私は立ち番がなくならないのであれば町内会を脱会するつもりです。一部

のマナーの無い人の為にちゃんとしている人が迷惑をかけれるのは不条理です。この正

月を見ていても生ごみが出してあるが、やはりアパートの多い地区です（ごみ回収日で

ないのに）そんなアパートの人こそ立ち番をやるべきなのに。 

ごみ処理について「ごみ処理をすることの動機付」と「ごみ対策の拡大」が重要と考え

ます。①「ごみ処理をすることの動機付」今、分別してごみを再利用していますが、そ

の効果（貢献度）がわからない、分別もなぜそこまでしないといけないのかが分からな

い人が私を含めて多いと思います。例えば、高浜市の１年のリサイクルでごみ捨て場を

○○㎢作らなくてよく、いくら余分なお金を節約できた。リサイクルの再利用で１件あ

たりいくらの収入分になった。それが市としてどう活用・生かされている等、価値が高

いほどやる気になるので、上手に説明、ＰＲしてほしい。②「ごみ対策の拡大」クリー

ンセンターの燃焼で電気をつくり売電する。市の施設はソーラーパネルを設置し電力を

活用する。下水を肥料に使えないか。生ごみを肥料に使えないか。公園等の落ち葉を肥

料にして、市が運営するところで使う。例＜市の運営＞ＪＡと共同も可 市の土地で希

望者に畑等の農作物をやらせろ。使用料は収穫物の○○％。複数の農家の土地を共同で

１人若しくはＪＡが耕作する。（効率よく生産性の高い収益性のある農作物） 

市民の義務としてごみの収集に立ち会うということについては、やぶさかではありませ

んが、意見を言わせて頂きます。紙類の立ち番は量も少なくて軽いものが多く、雨天の

日はありませんので比較的楽ですが、ビン類の立ち番は分別の種類も多く量も多くて重

いものが多いので負担がかかります。毎回同じ方法で立ち番の順番を決めておられるよ

うですので毎回ビン類の立ち番となっています。私どもの班は７軒で構成されています

ので２軒、２軒、３軒で組んでいるのですが、毎回３軒の組が負担の軽い紙類の立ち番

となっています。他でもこのような事が起こっていると思われます。御一考をお願い致

します。 

ごみの立当番を廃止してシルバーさんかボランティアサークル等にお願いできません

か？ 

ごみ袋の料金を下げてほしい。まだまだ個々の分別知識が乏しい。 

全てのゴミを資源としたいと思います。ご苦労様です。 

庭の草木が多く指定ごみ袋が何袋も要り、購入している為とてももったいない（負担）

です。中身が草だとわかる袋ならＯＫとして欲しいです。 
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ごみ袋は一重では袋が破れます。何重にもするためレジ袋を利用してます。なければ買

ったビニール袋を使います。 

ごみ袋の質が悪くすぐに破れてしまう。 

 

◆６０代のご意見 

今回、書きましたけど高浜指定袋に少し入らないものは自分で出した指定袋にほかの袋

に名前を書いてしばって出していますが持って行ってくれない。その辺もっと大目に見

て持って行ってくださいと言いたです。 

必ず夜出す人がいます。場所に置いていく人がいます。夕方５時頃、もう出している年

配の人をみます。私も言おうかと悩みましたが言えませんでした。それと外国人の人は

本当にごみの方に色々資源が入っているのを見ます。夜遅く皆寝静まったら出すのでし

ょうね。外国人の働いている会社が色々説明してあげたらと思いました。 

不法投棄は犯罪であるという意識が低いと思われます。広報等で状況、情報等を多く発

信して市民全員で監視するくらいの気持ちできれいなまちづくりを心掛けてはどうで

しょうか？ 

ごみの量を減らすには知識と工夫する知恵が必要と思いますので、もっともっと学習を

展開してください。 

市民（人）を動かすことの大変さが如実に現れるのが、ゴミ問題です。人を動かすモチ

ベーション向上の基本的な要素が情報提供ではないでしょうか（秘密主義では国民＜市

民＞は動かないでしょう）（ごみ減量市民活動が第一歩であり、情報公開が大切）空き

缶はつぶさない、小型家電は分別収集に出しても良い等、全て収集拠点で知りました。

ゴミ分別情報は口頭伝達が市政方針なのでしょうか。（自宅にある「ごみ分別便利帳」

は、平成１９年度版）全市民への周知徹底は、様々な努力、工夫が必要ですね。（市民

教育は情報発信が第一歩）ごみの立ち番は市民に肉体的、精神的な苦痛等多大なる影響

を与えています。今季も体調不良やカゼ発症したお宅は複数。町内会に入会したくない

要因でもあります。町内会入会は役員やごみ当番が必然的に義務化され、反魅力となっ

ています。（町内会に入会しない方が、市民生活は快適なのです。）今後、高齢化により

立当番制度の維持・継続は、市民に増々、高負荷となることは当然です。抜本的な制度

見直しを願ってやみません。（現在の高浜ごみの政策は町内会未加入者に有益な施策と

なっています。金を出すのも一方法ですが、更なる創意工夫を期待します。）（町内会未

入会の方のご意見、ゴミ袋有料化＋寄付もＯＫ） 

ごみをドラム缶で燃やしている人がいるので調べてほしい。結果も回覧板等で報告して

ほしい。高浜市民の健康のために 

ごみについてとは関係ないかも知れませんが、最近は町内会に入る方が少ないように思

います。町内会に入り、近所とのかかわり方、ごみのマナーについてもう少し関心をも

ってほしいです。仕事の関係で転勤等が多く長い年月、居住することがなくなったから
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でしょうか？昔は独身の方でも町内会に入りごみの出し方、掃除などご近所にどなたが

住まれているか関心があったものですが・・・ 

町内会に入会すると資源ごみの当番を行わなければならない（色々な理由があり立ち番

ができない）入会しない人がみえます。立ち番等はもう少し考える必要があると思いま

す。 

道路等の公共の場所に落ちているゴミをいつでも持って行ける様、町内に２、３か所常

時設置できないかい。（モラルが必要ですが） 

ペットボトルは洗ってからつぶして出してもいいようにしてもらいたい（保管に場所を

とる。） 

高浜中学校の南にあるゴミ学習センターは活用されているとは思えない。高い税金を出

して作って費用対効果が？である。十分検証してあり方を根本的に見直すべきである。 

今のままで良い 

①可燃ゴミは年々減ってきているがプラゴミは年々増加しています。もっと工夫をしな

ければいけないのかしら！②年末年始の可燃ごみの出し方について、最後の収集後に一

人出した方があり、場所をかえて網をかぶせておいたところ、年始１月３日４から５人

分が、また出しておられます。モラルが悪すぎか知らないのか！今年の最終時に貼り紙

をしていただけたらいいかと思います。 

町内会に入らなければ立ち番もなく資源ごみが出せて「得」だと思っている人に考え直

してほしい。アパート住まいの人は大家さんが町内会費こみで家賃をもらえないか？ 

これからもゴミをなるだけ少なくするように気をつけたいと思います。 

エコハウスでの勉強は有効ではないか。 

介護度が低くても紙おむつやパッドを使っている家庭は多くあると思うのですが、大人

用のおむつ等はカサが重く処理に難儀しています。ゴミ袋の枚数を増やす方向で考えて

ほしいと思います。 

①可燃ごみの集積場にある各袋を見る限り袋にいっぱい入っていない。無料なので無造

作に使っているのではないかと思う。五分の二は新品のごみ袋を燃やしていると思う。

②トレイ、プラ製品について汚れているので洗ってから分別集積場に出している。トレ

イ、プラ製品は可燃すると聞いたのですがそうなると、せっかく洗ったのに「水」と手

間が「もったいない」のではないですか！！ 

 

◆７０代のご意見 

市民アンケート調査から少しずれるが、そもそもゴミは企業や販売店が作り出した物で

ある。過剰な包装が目につく、消費者の努力だけではゴミは減らないと思う。 

①ごみ袋は町内会で管理する。ごみ当番をなくしてシルバーさんに依頼すると町内会費

が増える。②ごみ袋はあまる人と足りない人で融通し、無くなったら町内会で買う。こ

うするとごみ袋も考えてつかうようになる。 
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資源ごみの回収をしていただいておりますのは車の運転など不向きな私には大変助か

っております。今の量をクリーンセンター等に運ぶとしたらぞーとします。ごみを作ら

ないように努力していますが、近くにある収集所までの運搬で大助かりです。袋が有料

になる方向等、苦難なことも多いと思いますが、この方法は継続していただきたいと思

っております。よろしくお願いします。 

①回収された資源ごみがどのように活用されているのか知りたい（本当に資源となって

いるのか）②廃食用油は資源ごみとしてはどのような形で出せばよいのか「資源ごみの

分け方、出し方に」表示してほしい。 

市内の電柱の元に犬のオシッコ、フンで町中がくさい。犬の散歩時にペットボトルに水

を入れて持ち歩きオシッコをしたら水で薄めるように義務化すべきではないでしょう

か。 

クリーンセンターでの分別があまりにも細かすぎる。素人にはわかりにくい。あれでは

リサイクル業者が喜ぶだけです。もう少しおおまかで良い。 

高浜に住まわせていただいていますので、家の外側に気を付けて時々どぶ掃除をした

り、小さなことですが道を通られる方が気分良く思っていただける様させていただいて

居ります。日々お仕事ご苦労様 感謝しております。 

当番時、シルバーにお願いすると千円は高すぎる。なんとかなりませんか？ 

収集当番の都合の出来ない人はぜひ変わりを頼んで出てほしい。 

現在の方法でできる限りやっていきたいと思います。 

 

◆８０代のご意見 

引き続き現在の回収で継続願います。 

ごみの減量には気を配っていますが、購入してくるものの包装の多いのが気になりま

す。出さないための努力も必要ですが、売る方の包装を考えて欲しいです。トレーやパ

ックなど商人の指導をすることも大切だと思います。消費者はごみを出すものにお金を

出していると思います。市民の指導も必要ですが商人の指導もして欲しいと思います。 

①ごみ袋の削減のため野菜くずは全部コンポストの中に入れて必ず畑に返しています。

１件で１０袋入り１袋分が残ってます。②剪定枝、刈り草、落ち葉など田畑の真ん中で

燃やすと減量につながるが、それができなければクリーンセンターで燃やしてもらうし

かなく、クリーンセンターが行列ができて２時間待ちで大変です。 

年を重ねると出来ないことが多くなり、ご近所の皆さんに助けられています。とてもあ

りがたいと実感しています。 

老人などでゴミ分別当番は無理だと思います。 
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〈町内会未加入者〉 

 

問１ 高浜市の可燃ごみ（燃やせるごみ）の収集について、お困りのことはありますか？ 

 

◆３０代のご意見 

ごみステーションのごみが午後になっても回収されていないことがよくあり、におい等

が気になる。 

 

◆４０代のご意見 

ごみを出す時間を守らない人がいる。（前日の夜や違う曜日に出ている。）可燃ごみはカ

ラスが荒らすので道路にごみが散らばっていることが多い。黄色の網はあまり役にたっ

ていないように思う。 

 

◆５０代のご意見 

可燃ごみ以外のごみが捨ててあることも多く、マナーが悪い。 

 

問２ 資源ごみの分別収集について、お困りのことはありますか？ 

 

◆３０代のご意見 

ごみ分別収集の高浜市によるごみ当番制をやめ、他の市のようにしてほしい。今後も共

働きの家庭が増えていくと思うし共働き等にはきつい！つらい！ 

ごみの立ち番がいらないと思う。小さい子供の居るところは不便！！子供たちだけ家に

おいて何かあったら誰が責任とってくれますか？ 

段ボールなどの資源ごみの回収が朝８時までというのは働く（夜型）の世帯には厳しく、

また場所も遠いので行けないことが多いです。 

分別収集拠点が２か所から１か所に減り遠くなった＆分別ごみが多くなった為、車でい

かざるを得なくなった。お年寄りの方などは不便そう。 

時間が短いし、ゴミの出せる場所が遠いのもあるが、町内会の方が立って見えるのでゴ

ミをだしにくい。自分は町内会に加入していないので申し訳ない気持ちになる。 

 

◆４０代のご意見 

駐車スペースから収集場所まで少し歩くのでビンなどは出しにくい。 

収集時間に問題は無いが収集のトラックの時間が早い時も遅い時もあるが何故か？（時

間がバラバラ）カラスの問題があるので早く収集してほしい。 

缶とビンと不燃物がもっと出せると良い。 
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◆５０代のご意見 

燃えないゴミの日とペットボトルの日を間違えてしまう。 

 

◆６０代のご意見 

アルミ缶はつぶさないように毎回プレートをさげたほうがよい。 

 

◆７０代のご意見 

缶類でたまに洗ってないものがあります。 

 

問３ 資源の収集品目（分別種類）について、あなたのお考えに最も近いものは？ 

 

◆３０代のご意見 

立当番制を廃止していただきたい。 

 

問４ 分別収集を正しく行うためにはどのようにしたら良いと思いますか？ 

 

◆３０代のご意見 

毎年ごとにごみ分別収集品目がわかるポスターを配布してほしい。 

入れ物に細かく入れる品目を記入する。 

どこに何を捨ててよいのかを「ごみかご」の所にわかりやすく表示する。 

シルバーの人に依頼する。なかなか会社に行っている人は休まないといけないから。 

市に転居してきた人は市役所で指導する。転居届を出していない人や町内会に入ってい

ない人にも分別収集や広報の冊子を配布する。 

 

◆４０代のご意見 

広報で過去の分別方法の間違いの事例などをわかりやすく教えてみてはどうか。 

 

◆６０代のご意見 

今の方法だと正しくないので市の職員が立ち番をする。 

 

問５ ごみを減らす方法として、ごみの分別収集（資源ごみの回収）があります。資源ご

みの回収量を増やすため、あなたのお考えは？ 

 

◆３０代のご意見 

指定の場所に出しに行くのが大変なのでは？指定の袋を用意して同じ場所に出すよう
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にすれば増えると思います。 

刈谷市の様に自宅前に資源ごみを置くようにし、業者に引き取ってもらうようにすれ

ば、出す方は責任を持つ事ができ出すのも楽。 

 

◆４０代のご意見 

小学校の準備の時間でバタバタしているので時間を見直すべき 

 

◆５０代のご意見 

企業努力 

 

◆７０代のご意見 

同じ入れ物はできるだけ重ねてほしい。 

 

問６ ごみを減らす方法として、多くの市町村が採用している『ごみ袋の有料化』があり

ますが、あなたのお考えは？ 

 

◆３０代のご意見 

無料配布は無くてもいいので、ごみ袋は他の市くらい安くしてください。 

高浜市のゴミ袋は他の市より高いため、無料配布されていても追加し、買った分ですぐ

に他の市より多くごみ袋代がかかってしまう。有料化しても他の市の金額と同等にして

いただきたい。 

４人家族の所でも回収日どおり出すと袋が全然不足する。 

ごみ袋の完全有料化には基本的には賛成ですが、アパートの一人暮らしの方等、有料化

にすると更にマナーを守らない人が増えると思う。 

 

◆４０代のご意見 

冬には隣家の落ち葉が大量に家にくるので有料はとても腹立たしく感じてしまうかも 

他市に比べゴミ袋の料金が高い為購入しにくい。 

 

◆５０代のご意見 

企業努力 

 

  



高浜市一般廃物処理基本計画 進めよう５Ｒ 

 

 76 

 

自由意見 

 

◆２０代のご意見 

朝はどうしてもバタバタしてしまうので分別収集の時間をもう少し長くしてもらえる

とありがたいです。 

 

◆３０代のご意見 

ごみ当番制の廃止を強く望みます。共働きにはつらい制度であり、他の市に住んでいる

方からも「高浜はごみ当番制があるからやだな」と言われます。ごみ袋も高く無料配布

があっても他の市が安いため意味がありません。他の市のように当番制は無くしてくだ

さい。それが一番の願いです。 

町内会について、資源ごみの回収時の立ち番の時、主人が仕事の為、シルバーを頼んだ

が陰口を言われた！！立ち番を無くしてほしい！！ 

以前刈谷市に住んでいましたが、刈谷ではプラスチック専用の袋があり、分別場所まで

持って行かなくても自分たちのごみステーションへ出せば持って行ってくれていまし

た。正直、分別拠点まで持って行くのは面倒です。自分たちのごみステーションで出せ

るのであればきちんと分別する人も増えるはず。刈谷は瓶、ペットボトル、缶類等、麻

袋に名前を書きだしていたので変な出し方をすれば自分のだとわかってしまうので、み

なさんきちんと出していました。市民にばかり改善を求めるのではなく、市としてもも

う少し努力をしていただけたらと思います。 

可燃袋の料金が高い。ごみ袋をなるべく使わないように、びっしりごみを入れている人

が多く、収集場所が不衛生。無料分はなくてもいいから、単価を安くして、適量のごみ

を入れるようにしたい。また、収集場所を増やして１か所に集まる量を減らす。大量の

ごみをちらかりやすく、本当に不衛生です。 

①他市から引っ越して来たのですが、ごみの分別が細かいと思います。ビンは色分けし

ないといけない理由がわかりません。プラ、ビン、缶、アルミ缶、その他の有害ごみだ

け良いのでは？と思います。細かいので外国人や男性には分別しにくいと思います。②

分別拠点が少ないと思います。拠点に指導員さん？町内会の方が数人見えますが朝早く

からたいへんだと思います。自分は独身で仕事があるので町内会も入っていませんが、

町内会に入るとその当番があると思うと入る気にもならないし、仕事もあるので無理と

感じます。分別してごみを捨てるのも気になるし、時間も短くて拠点も少ないので、非

常に捨てにくいと感じます。正直いないほうがいいです。（いなくてもちゃんと分別す

るので・・・）なので、日曜日の分別拠点に持っていくこともあります。（土日にもや

ってほしいです。）③燃えるごみの拠点が歩道上だったり道路わきだったりするので自

転車通勤時に気になります。高浜市は道が狭いので特に。拠点を多くしてほしいのと、

道路を広く整備してほしいです。④資源ごみの回収車が早い。（回収時間が早い） 
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可燃ごみ袋（有料）が高すぎます。他の市町村で３００円 or４００円のごみ袋代金な

どみたことがないです。ごみ袋が高いからごみが減るわけでもないし、むしろ指定袋を

使わず出している人もいる。だったらもっと金額を抑えるべき。ごみ捨て（ポイ捨て）

が増えるだけ。いいことなんてない。 

ごみ袋の大きさを年々小さくすると基本計画に書いてありますが、ごみ袋に入らない可

燃ごみはクリーンセンターに持っていくことになるのでしょうか？たとえば皮のカバ

ンとか、ごみ袋に入らない大きさのもの 

 

◆４０代のご意見 

資源ごみ収集の立ち番の時間が子どもの登校時間と重なっているので（年に何回もあり

わけではないと思うが）学校に行く準備、朝ごはんのタイミング、見送り等が大変なの

で、学生のいる家庭の立ち番を少し考えて、何か学校の登校時間と重ならないようにな

らないかと。以前は（今の住所に移る前）立ち番をやったことがあるが、上記の事など

があったため、現在は町内会に入っていない者ですが、少しでも変われば、また加入も

考えたいと思ってます。 

可燃ごみ袋が以前と比べるとかなり、破れやすくなっているように感じます。大きさも

小さくなっています。また、生ごみのことを考えると毎回１袋は使用することになり無

料配布分では足りません。購入する場合、他市と比べるとかなり高額です。ゴミを減ら

すことも重要ですが、袋の枚数、強度など検討していただきたいです。 

①町内会への加入はごみの立当番があるので加入したくない。（豊田町は立ち番が嫌な

ので無い代わりに町内では分別収集していないと聞いたが）。②仕事がある人は朝７時

から８時の立当番は無理がある。断りにくかったりする人も中にはいるのだし、でも不

公平感があるから公平に当番を設定するのはわかります。ですが、シルバーセンターに

頼むか、老人のいる家庭に（例えば６０～６５才以上に設定して）やってもらえないか。

③立ち番の７～８時以降に出す人はどうするのか？きちんと分別していないなど問題

は無いのか？。④たまに分別拠点に大きな家具など捨てられている事があるが数日後に

は無くなっている。市が撤去しているのか？だったら勝手に捨てる人が多くなると思

う。⑤ごみの拠点場所のスペースが大きすぎるので大型ごみを捨てる人も多いのではな

いか。⑥もう少し注意書きを大きく詳しく書くべき（外国語も含め）曜日や時間、ごみ

の拠点、各場所に設置すべき。⑦紙パックは１～２枚だけならわざわざ縛ってまで出そ

うとは思わない。でなければ可燃ごみでだす。 

1人暮らしで平日仕事のため資源ごみ特別拠点に出しています。日曜日に用事があると

出せません。クリーンセンターが平日１８時か１９時まで出せると便利だと思います。 

無料配布はいいと思うが１人世帯の場合、小しかもらえず何回も取り替えて使用するた

め余計にゴミが増える。中にしてほしい。やはり無料配布だとある限り使用してしまう

ため他市のように安くして自分で買うようにすれば、それなりに減少するのではないで
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しょうか？ 

指定ごみ袋の品切れがあると困ります。特にごみ袋の配布時期直前にはどこに行っても

買えないこともあります。 

 

◆５０代のご意見 

分別収集、ごみ袋の有料化を進めてもごみを外部へ出さないだけで、家の中にごみがた

まり、結果的にごみ屋敷化してしまう内容の報道をよく見かける。仮に景気がよくなり

生活環境が改善されれば物品の購入、消費量が増し、今以上にごみの量は増えるだろう。

自治体だけでは限界がある。アンケート中に企業努力と書いたのは、やはりごみの量を

減らすのは食料品、物品の簡易包装やその包装材料が土にかえる原料を使う等の軽量

化、再資源化をメーカーサイドで進めないとダメな事。そしてそれは一つの企業ではな

く全体で取り組むべきである。コストがかかり価格に転嫁して上昇すれば逆に消費量は

減少しごみも減る。消費しても以前よりごみは減る程である。 

廃食用油を集めてほしい。碧南でやっているようです。カラスの対策を考えてほしい。

2014 年度のカレンダー収集日、出し方、出してはいけないものを渡してほしい。市役

所がまず、ゴミ袋を出している意味を市民に強く伝えたほうが良いと思います。 

 

◆６０代のご意見 

カラス対策にネットをもっと多く用意してください。 

ごみの立ち番をしていた時にアルミ缶をつぶさないように分ける事を職員に怒られた

ので市の職員が立ち番をしたほうが良い。 

 

◆７０代のご意見 

クリーンセンターの待ち時間を少なくなるようにしてください。 
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高浜市みんなでまちをきれいにしよう条例 
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○高浜市みんなでまちをきれいにしよう条例 

平成20年9月30日 

条例第36号 

 

(目的) 

第1条 この条例は、地域の環境美化に関する課題について、市民等、事業者及び市の役割

を明らかにし、それぞれが分担する役割の下、協働して取組を進めるとともに、快適で清

潔な暮らしを阻害する行為を禁止すること等により、環境の美化を図り、もってきれいで

住みよい地域社会を実現することを目的とする。 

 

(定義) 

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

(1) 市民等 市民、市内に滞在する者及び市の区域を通過する者をいう。 

(2) 事業者 市内で事業活動を行う者をいう。 

(3) 空き缶等 飲食物を収納し、又は収納していた缶、びん、ペットボトルその他の容

器をいう。 

(4) 吸い殻等 たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙くずその他これらに類

する空き缶等以外の物で、捨てられることによってごみの散乱の原因となるものをいう。 

(5) 動物 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第44条第4項各号に

掲げる動物をいう。 

(6) 公共の場所等 道路、公園、広場、河川、海岸その他の公共の用に供する場所(以下

「公共の場所」という。)及び他人が所有し、占有し、又は管理する土地、建築物その

他の工作物をいう。 

(7) 落書き 公共の場所等を所有し、又は管理する者の承諾を得ず、塗料等により、文

字、図形若しくは絵柄をかくことをいう。 

(8) 回収容器 空き缶等を回収するための容器をいう。 

(9) 資源ごみ 古紙、缶、びん、ペットボトル、その他再生可能な物で規則で定めるも

のをいう。 

(10) ごみステーション 市が一般廃棄物処理計画に基づいて行う一般廃棄物の収集に

おける可燃ごみを排出する特定の場所をいう。 

(11) 分別収集拠点 市が一般廃棄物処理計画に基づいて行う一般廃棄物の収集におけ

る資源ごみ及び指定された不燃ごみを排出する特定の場所をいう。 

(平21条例26・一部改正) 

 

(市の役割) 
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第3条 市は、地域の環境美化の推進に関する必要な施策を策定し、実施するものとする。 

2 市は、前項の施策を策定し、実施するに当たっては、市民等及び事業者の適切な参加の

方策を講ずるよう努めなければならない。 

3 市は、地域の環境美化の推進について市民等及び事業者の関心と理解を深めるため、市

民行動の日を設けるものとする。 

 

(市民等及び事業者の役割) 

第4条 市民等及び事業者は、互いに助言し、協力し合い、自主的な活動により地域の環境

美化を推進するよう努めるものとする。 

2 市民等及び事業者は、この条例の目的を達成するため、市が策定し、実施する施策に協

力しなければならない。 

 

(空き缶等及び吸い殻等の放置及び投棄の禁止) 

第5条 何人も、空き缶等及び吸い殻等をみだりに公共の場所等に放置し、又は投棄しては

ならない。 

 

(ふんの放置及び投棄の禁止) 

第6条 何人も、その飼養し、又は保管する動物のふんを公共の場所等に放置し、又は投棄

してはならない。 

(平21条例26・一部改正) 

 

(落書きの禁止) 

第7条 何人も、公共の場所等に落書きをしてはならない。 

 

(回収容器の設置及び管理) 

第8条 自動販売機(規則で定める自動販売機を除く。)により容器入りの飲食物を販売する

者は、規則で定めるところにより回収容器を設置し、これを適正に維持管理しなければな

らない。 

 

(犬及び猫の管理) 

第9条 犬を飼養し、又は保管する者は、犬を公共の場所において移動し、又は運動させる

ときは、常に引き綱等により制御しなければならない。 

2 猫を飼養し、又は保管する者は、猫を敷地内で飼養し、又は保管するよう努めるものと

する。 

 

(ごみステーションの利用) 
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第10条 ごみステーションを利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

(1) 高浜市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年高浜市条例第23号。以下「廃棄

物条例」という。)第8条第2項に規定する指定袋を使用すること。 

(2) 指定された日時以外に可燃ごみを排出しないこと。 

(3) 可燃ごみ以外のごみは排出しないこと。 

 

(分別収集拠点の利用) 

第11条 分別収集拠点を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

(1) 廃棄物条例第8条第1項に規定する方法によること。 

(2) 指定された日時以外に資源ごみ及び指定された不燃ごみを排出しないこと。 

(3) 前号のごみ以外のごみは排出しないこと。 

 

(分別収集拠点からの資源ごみの持ち去りの禁止) 

第12条 市及び分別収集拠点からの資源ごみの収集運搬を行う者として市長が指定する者

以外の者は、分別収集拠点から資源ごみを持ち去ってはならない。 

 

(土地の管理) 

第13条 土地を所有し、占有し、又は管理する者(以下「土地所有者等」という。)は、その

土地が廃棄物、雑草その他の物により著しく周辺の環境を損なわないよう当該廃棄物、雑

草その他の物を適正に処理するとともに、市が実施する環境美化に関する施策に協力しな

ければならない。 

2 土地所有者等は、その土地に生育している竹木の枝が、公共の場所との土地の境界線を

越えないよう管理しなければならない。 

 

(環境美化推進地域) 

第14条 市長は、市民等又は事業者が積極的に環境美化活動に取り組んでいる地域を環境

美化推進地域として指定することができる。 

2 市長は、環境美化推進地域において、地域の自主的な環境美化活動を支援するものとす

る。 

 

(環境美化指導員及び環境美化推進員) 

第15条 市長は、次に掲げる事項を行わせるため、高浜市環境美化指導員を置く。 

(1) 次条及び第17条の規定による指導、勧告及び命令に関すること。 

(2) 地域の環境美化に係る報告、普及及び啓発等に関すること。 

2 市長は、市民及び事業者のうちから高浜市環境美化推進員を選任し、前項第2号に掲げ

る事項を委嘱することができる。 
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(指導及び勧告) 

第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、当該違反行為を中止し、又は

是正に必要な措置を講ずるよう指導又は勧告をすることができる。 

(1) 第5条の規定に違反して空き缶等及び吸い殻等を放置し、又は投棄した者 

(2) 第6条の規定に違反してふんを放置し、又は投棄した者 

(3) 第8条の規定に違反して回収容器を設置せず、又はこれを適正に維持管理しない者 

(4) 第9条第1項の規定に違反してその飼養し、又は保管する犬を引き綱等により制御し

ないで公共の場所において移動し、又は運動させた者 

(5) 第10条各号の規定に違反してごみを排出した者 

(6) 第11条各号の規定に違反してごみを排出した者 

(7) 第12条の規定に違反して資源ごみを持ち去った者 

(8) 第13条第1項の規定に違反してその所有し、占有し、又は管理する土地の廃棄物、雑

草その他の物を適正に処理しない者 

(9) 第13条第2項の規定に違反してその所有し、占有し、又は管理する土地に生育してい

る竹木の枝が、公共の場所との土地の境界線を越えないよう管理しない者 

 

(命令) 

第17条 市長は、前条第1号、第2号及び第7号に掲げる者が同条の指導又は勧告を受けて当

該指導又は勧告に従わないときは、当該指導又は勧告に従うよう命ずることができる。 

 

(公表) 

第18条 市長は、第16条第3号に掲げる者が同条の指導又は勧告を受けて当該指導又は勧告

に従わないときは、規則で定めるところにより、その旨を公表することができる。 

 

(委任) 

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

(罰則) 

第20条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。 

(1) 第7条の規定に違反して落書きをした者 

(2) 第16条第7号に掲げる者で第17条の規定による市長の命令に違反した者 

 

第21条 第16条第1号及び第2号に掲げる者で第17条の規定による市長の命令に違反した者

は、5万円以下の罰金に処する。 
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(両罰規定) 

第22条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人

又は人の業務に関して、前2条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その

法人又は人に対しても、前2条の刑を科する。 

(平21条例26・一部改正) 

 

附 則 

(施行期日) 

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。 

(高浜市空き缶等散乱防止条例の廃止) 

2 高浜市空き缶等散乱防止条例(平成7年高浜市条例第39号)は、廃止する。 

(経過措置) 

3 この条例の施行前にした前項の規定による廃止前の高浜市空き缶等散乱防止条例第4条

第2項の規定に違反する行為に対する勧告及び公表の規定の適用については、なお従前の

例による。 

 

附 則(平成21年条例第26号) 

この条例は、公布の日から施行する。 
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○高浜市みんなでまちをきれいにしよう条例施行規則 

平成20年9月30日 

規則第39号 

 

(趣旨) 

第1条 この規則は、高浜市みんなでまちをきれいにしよう条例(平成20年高浜市条例第36

号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

(その他資源ごみ) 

第2条 条例第2条第9号に規定するその他再生可能な物で規則で定めるものは、次に掲げる

ものとする。 

(1) 古繊維 

(2) 発泡スチロール 

(3) プラスチック製容器包装 

 

(回収容器の設置を要しない自動販売機) 

第3条 条例第8条に規定する規則で定める自動販売機は、次に掲げるものとする。 

(1) 事務所、工場等の敷地内に設置される自動販売機で、当該事務所、工場等の関係者

以外の者が利用できないもの 

(2) 店舗、病院等の建物の中に設置される自動販売機で、当該建物に立ち入らなければ

利用することができないもの 

 

(回収容器の設置) 

第4条 条例第8条に規定する規則で定める回収容器は、次に掲げる要件を備えたものでな

ければならない。 

(1) 材質は、金属、プラスチックその他容易に破損しないものであること。 

(2) 容積は、30リットル以上であること。 

2 回収容器は、当該自動販売機の設置場所から5メートル以内で、空き缶等の回収に支障

のない位置に設置しなければならない。 

 

(環境美化指導員) 

第5条 条例第15条第1項に規定する高浜市環境美化指導員(以下「指導員」という。)は、職

員のうちから、市長が任命する。 

2 指導員は、その身分を示す証明書(様式第1)を携帯し、関係人の請求があったときは、こ

れを提示しなければならない。 
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(環境美化推進員) 

第6条 条例第15条第2項に規定する高浜市環境美化推進員(以下「推進員」という。)は、市

内において環境美化活動を行う市民及び事業者のうちから、市長が委嘱する。 

2 推進員は、その身分を示す証明書(様式第2)を携帯し、関係人の請求があったときは、こ

れを提示しなければならない。 

 

(指導及び勧告) 

第7条 条例第16条の規定による指導は口頭により、勧告は書面により行うものとする。 

2 前項の書面は、勧告書(様式第3)とする。 

 

(命令) 

第8条 条例第17条の規定による命令は、命令書(様式第4)により行うものとする。 

 

(公表) 

第9条 条例第18条の規定による公表は、次に掲げる事項について行うものとする。 

(1) 勧告に従わなかった者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地並び

に名称及び代表者の氏名) 

(2) 勧告の内容及び勧告に従わなかった旨 

 

(雑則) 

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

(施行期日) 

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。 

(高浜市空き缶等散乱防止条例施行規則の廃止) 

2 高浜市空き缶等散乱防止条例施行規則(平成7年高浜市規則第56号)は、廃止する。 
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この計画の策定にご協力いただいた市民の方々（順不同） 

 

 

高浜市の未来を創る市民会議環境・憩い分科会 

 

・竹内 亨弘  様 

・神谷 巧   様 

・内藤 博忠  様 

・山本 弘一郎 様 

・横井 光義  様 

・神谷 忠雄  様 

・石川 昌弘  様 
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