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「防府市ごみ処理基本計画（案）」に対する意見と市の考え方 

 

《提出者数 2人  6件》 

 

【対応区分】 

A：意見を受けて加筆・修正したもの 2件 

B：事業実施にあたって考慮すべき事柄として参考とするもの 4件 

C：既に記載済みまたは対応済みのもの 0件 

D：意見を反映することが困難なもの 0件 

E：その他 0件 

 

複数の内容が記載されているご意見は、項目ごとに分割、整理しているものもあります。 

可能な限り原文のまま掲載しています。（明らかな誤字・脱字と思われるものは修正して

います。） 

 

 

No. 意見 市の考え方 

対

応 

区

分 

1 全体的に、方針としてはよいと感じました。ただ、具体

的な対策、施策が分かりにくいと感じる部分がありました。 

次の部分から、「ごみの収集日を増やす」「可燃ごみと

同じごみステーションでの回収」等、ごみを出しやすい対

策が取られるのかと期待しましたが、具体的な施策がよく

分かりませんでした。 

（１）収集体制〔集団回収〕について 

 「防府市ごみ処理基本計画（案）」 

P30 「ごみの収集システムに関すること」（26.4%）の主な

意見として、「ごみの収集頻度を増やしてほしい」（49

件）、「利用しやすい一時多量ごみ収集制度の確立」

（5 件）などの意見があり、「ごみの排出機会（場所）の

拡充について」（13.4%）の主な意見として、「びんの排

出機会の拡充について」（18 件）という意見がありまし

た。 

P36 市民アンケート問 30（本計画Ｐ30）によると、「ごみの

「ごみ処理基本

計画」は本市にお

けるごみ処理に係

る長期的視点に立

った基本的な方針

を明確にするもの

で、いただいたご

意見を踏まえて、よ

り具体的な施策に

ついては、毎年度

策定する「ごみ処

理実施計画」に反

映させて参ります。 

 

B 



2 

 

排出機会（場所）の拡充について」の意見や、市民ア

ンケート問 29（本計画 P35）において、「資源物の回収

場所を新たに設置すること」などの意見も多数あり、今

後検討していく必要があります。 

P52 基本方針 2 再生利用（リサイクル）の推進 

   基本施策 3 行政が取り組むリサイクルの推進 

   個別施策⑦ 市による資源回収の推進 

分別収集による資源回収量の拡大や資源としての品

質確保に向け、より一層の啓発活動を行います。また、小

型家電リサイクル法に規定される家電製品の拠点回収を

引き続き実施することで、鉄やアルミニウム、貴金属、レア

メタル等の再生利用の促進を図ります。さらに、市民の利

便性の向上を図るため、分別状況の動向を注視しなが

ら、小型家電リサイクル法に規定される家電製品の拠点

回収場所の増設や、新たな資源回収品目やびん類等の

排出機会の拡充などについて検討します。 

P54 基本方針３ 適正処理の推進 

   基本施策１ 効率的な収集運搬体制の構築 

   個別施策① 家庭系ごみの適切な収集運搬体制の

確保 

家庭系ごみの収集運搬については、作業効率、安全

性、衛生面等を考慮し、収集状況の変化に対応した効率

的な収集業務に取り組むなど、適切な収集運搬体制を確

保します。また、３R 施策の実施に伴う収集量の変動など

に合わせ、収集頻度や分別区分については、適宜必要

な見直しを行います。 

2 （２） 資料について 

〔第２章 ごみ処理の現状と課題 １ ごみ排出量の推移〕 

P14 の冒頭では、本市のごみ年間総排出量は、平成

26 年度から、家庭系ごみ、事業系ごみともに大幅に減少

しており、令和２年度の排出量は、基準年度である平成

23年度の排出量と比較して 19.4%減少しています。 

また、1人 1日当たりのごみ排出量は、全国平均とほぼ

同等で推移しています。とありますが、P14 の「表８ ごみ

排出量、１人１日当たりごみ排出量の推移」には、H24～

H27 のデータがないために、平成 26 年度から大幅に減

ご意見を踏 ま

え、本計画Ｐ14 の

表８及び図６に、平

成 24～平成 27 年

度の数値を加え、

文章を修正しま

す。 

A 
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少しておりという状況がよく分かりません。記載されている

データからは、 

① １人１日当たりごみ排出量については、平成 23 年度

から 28 年度にかけて大幅に減少しており、その後は微

妙な増減となっている。 

② 家庭系ごみの１人１日当たりごみ排出量は、平成 29

年を下限に徐々に増えてきている。 

③ 家庭系ごみの１人１日当たりごみ排出量（資源回収量

を除く）も同じ傾向を示している。 

 

④つまり、 

 

 H23 H28 H29 H30 R1 R2 

資 源 回

収量 

（ｇ） 

60 66 63 62 57 57 

 

となり、資源回収量は平成 28年を上限に徐々に減ってい

る傾向がある。ということが、読み取れます。 

3 次に、Ｐ15 の「表９ 家庭系ごみ排出量の推移」です

が、集団回収では、不燃、危険ごみ（処理困難？）、資源

ごみを回収しています。 

しかし、表９では、可燃ごみ、不燃・粗大・危険ごみ、埋

立ごみ、資源ごみ、集団回収の分け方がしてあります。 

   は、ごみの種類で分けてあるのは分かりますが、 

   だけは、ごみの回収方法です。分け方がよく分かりま

せん。 

専門家ではありませんので、まちがえた捉え方をしてし

まっているかもしれません。その場合は、お許しください。 

表９でいう「集団

回収」とは、自治

会、子ども会、ＰＴ

Ａ等が、古紙、缶、

びん等の資源物を

回収し、資源回収

事業者に引き渡し

た量をいいます。 

表 9 の欄外に注

釈を入れます。 

Ａ 

4 ここからは、私事です。 

２年前に、他市から転入して来ました。防府市で生活す

る上で、一番困っているのがごみの収集体制です。 

 

（１） リサイクルするごみの回収日、回収場所、回収時間 

以前居住していた他市では、次のごみ収集日があり、

ごみを出すことができる機会が多くありました。また、全て

ごみの収集体制

については、当面

現行の体制で行う

予定ですが、３Ｒ施

策の実施に伴う収

集量の変動などに

合わせ、今後の事

B 
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のごみを同じ「ごみステーション」（家の近く）で収集してい

ましたので、ごみを出しやすい状況にありました。 

 

分別 他市での回収 防府市 

可燃 週２回 ごみステ

ーション 

同左 

容器包装プラ

スチック 

週１回 ごみステ

ーション 

同左 

紙・衣 月２回 ごみステ

ーション 

月１回  自治会館

で集団回収 

びん・缶 月２回 ごみステ

ーション 

月１回  自治会館

で集団回収 

ペットボトル 月２回 ごみステ

ーション 

月１回  自治会館

で集団回収 

他プラスチッ

ク 

月１回 ごみステ

ーション 

※ 防府市では可

燃ごみ 

不燃 月１回 ごみステ

ーション 

月１回  自治会館

で集団回収 

処理困難 月１回 ごみステ

ーション 

月１回  自治会館

で集団回収 

 

一方、防府市では（全ての地域ではないようですが）集

団回収をしている地域に居住してしまったために、次の点

で大変不便な思いをしています。 

１．回収場所が遠い。・・・年配の方、妊婦、けがをしてい

る人など持って行くのが難しい。→家の近くのごみステー

ションでの回収が望ましい。 

 

２．回収時間が限られている。・・・働いている為に、その

時間に持って行くことができない。→可燃ごみと同様、「朝

８時３０分までに」が望ましい。 

３．回収日が、月１しかない。・・・家の中にごみがたまって

しまう。 

→紙・衣（月２）、びん・缶（月２）、ペットボトル（月２）が望ま

しい。 

４．地域の方がお世話をする必要がある。・・・働いている

業実施にあたり参

考とさせていただ

きます。 
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為にお手伝いできないのが気兼ね。→集団回収を廃止。

業者に任せるのが望ましい。 

以上の点から、集団回収を廃止し、ごみステーションに

出せるようにするとよいと思います。 

今現在は、回収時間はすでに出勤しているので、地域

の集団回収には出せていません。そこで、段ボール、雑

紙、ペットボトル、缶は、店頭回収や民間の回収業者に出

しています。びん、不燃物、処理困難・布はためておいて

自主搬出しています。 

5 （２）自主搬出できる日（平日以外） 

他市では、平日のほか毎週土曜の午前中には自主搬

出できる状況でした。月に４回あるために、そんなに混雑

することはありませんでした。また、平日に自主搬出するこ

とができない者でも、家にごみがずっとたまっている状況

にはなりませんでした。 

一方、防府市では平日は混雑しませんが、月１回しか

ない日曜日の回収日には時間帯によっては多くの人が殺

到するので、出すのを諦めて持ち帰ったこともあります。

そこで、平日に年休を取って自主搬出しています。しか

し、年に３回程度なので、家にごみがたまっている状況が

続いています。そこで、月１回ではなく、土、日、祝に月に

２～４回程度、自主搬出できる日があるとよいと思います。 

※ 働いている人など平日は日中家にいない家庭の人

や、高齢や体調が優れない人にとって、『住みにくい』

と感じる収集体制ではないでしょうか。ごみ問題は、そ

こで生活を送っている人間にとってはとても重要です。

分別は苦ではありませんが、ゴミ出しの機会が少なかっ

たり、場所や出し方が不便だったりすると、家の中にご

みがたまる一方です。 

（事前に分かっていれば、この場所に、いえ防府市に転

居をすることはなかったと思います。） 

平日以外の家

庭ごみ（可燃ごみ、

埋立ごみを除く。）

の搬入について

は、原則毎月第１

日曜日に限って実

施しており、当面

現行の体制で行う

予定としております

が、いただいたご

意見は今後の事業

実施にあたり参考

とさせていただきま

す。 

B 

6 私は家庭菜園をしているのですが高齢なので食料品

店は兎も角肥しまではと思い、数年前から電動生ごみ機

を使用しています。 

それについて提案があります。もっと生ごみ機を普及さ

せたらとおもっています。 

生ごみ処理機の

普及により、生ごみ

の減量化及び堆

肥化を行うことは、

ごみの減量化を達

B 
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そうすれば生ごみ処理場の匂いや燃料、排気ガスの削

減にも貢献するのではないかと思います。 

１．電動生ごみ機購入補助金をアップする。 

２．ゴミ袋小一杯になるとごみ袋と交換など。（家庭菜園を

していない家庭むき） 

３．電気代との関係もあるでしょう。 

この他にもいいアイデアがあれば採用してみるのはい

かがでしょう。 

成する上で、重要

と考えており、今後

の事業実施にあた

り参考とさせていた

だきます。 

 

 


