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第３次草津市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画（案） 

パブリックコメントの実施結果について 

 

実施結果 

１ 実施期間    令和３年１２月１日（水）から令和４年１月５日（水）まで 

２ 意見者数    ８人 

３ 意見総数    ２７件（意見の内容および意見に対する市の考え方は別添のとおり） 

４ 意見の反映件数 ６件 

 

周知方法  

広報媒体 実績 

原案の配架 

配架場所（閲覧者数） 

・クリーンセンター（資源循環推進課） 

・情報公開室 

・草津市立図書館 

・南草津図書館 

・アーバンデザインセンター 

びわこ・くさつ 

 

（０人） 

（１人） 

（０人） 

（１人） 

（０人） 

 

資料送付 送付数：２件（団体２件、個人０件） 

個別説明 説明数：０件 

市ホームページ アクセス数：２２０件（１月６日確認） 

広報紙 １２月号 

資料提供 １１月１７日付け 

その他（市フェイスブック等） １２月１日付け 

 

  計画案の概要版掲示施設 

  【必須施設】・各地域まちづくりセンター（１４箇所）  ・各隣保館（４箇所） 

        ・草津市立図書館             ・南草津図書館 

        ・アーバンデザインセンターびわこ・くさつ ・キラリエ草津 

  【その他の施設】・クリーンセンター（資源循環推進課） ・情報公開室 

 

結果公表の日時 

（１）公表日時 

【ホームページ】３月下旬 

【広報紙】   ４月号 

（２）公表方法 

・ホームページ 

・広報紙 

・結果の配架（クリーンセンター（資源循環推進課）、情報公開室、 

草津市立図書館、南草津図書館、アーバンデザインセンター

びわこ・くさつ） 
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第３次草津市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画（案） 

提出された意見と市の考え方 

 

  反映させた意見（６件） 

No. 意見（ページ数） 市の考え方 

１ 

１３ページ 

「フロー」の言葉は日常使用しないので、

日本語にする方が分かりやすい。 

 

「（１）ごみ処理フロー」の右に「（ごみ処

理の流れ）」を追記し、「（１）ごみ処理フロ

ー（ごみ処理の流れ）」とします。 

２ 

１５ページ 

ごみ袋の配付枚数の記載で、「複数世帯」

という表現があり、これは２人以上の世帯を

指していると思うが、文字だけでは意味が分

かりにくいように思う。 

 

「複数世帯」を「複数人世帯」に修正しま

す。 

３ 

１９ページ 

「ワンウェイ」の言葉は日常使用しないの

で、括弧書きで日本語の説明があると分かり

やすい。 

 

「ワンウェイ」の右に「（使い捨て）」を追

記し、「ワンウェイ（使い捨て）」とします。 

４ 

２１ページ 

「２）循環型社会の実現に向けた３Ｒ（リ

デュース・リユース・リサイクル）および環

境負荷低減の取組の推進」で書かれている文

章が分かりにくく、「リデュース」を日本語

の「減らす」と置き換えても理解が難しかっ

たので、分かりやすい文章にしてほしい。 

 

「第五次滋賀県廃棄物処理計画」からの引

用であり、原案どおりとします。 

５ 

２７ページ 

「インセンティブ」の言葉は日常使用しな

いので、日本語にする方が分かりやすい。 

 

計画本編２７，４３，４４ページおよび資

料編２７ページに記載の「インセンティブ」

の右に「（動機付け）」を追記し、「インセン

ティブ（動機付け）」とします。 

６ 

２７ページ 

現在のごみ袋引換券配付制度の継続を求

める市民が約６０％以上いる中で、一定数量

無料から指定ごみ袋制度の見直しまで言及

している根拠が希薄な点は市民アンケート

調査結果を見る限り明らかであろう。 

 

ごみ組成調査結果によりますと、家庭系焼

却ごみの中に、資源化可能な古紙類やプラス

チック製容器類が含まれているため、焼却ご

み類指定袋を有料購入へ変更することで、焼

却ごみの減量を図り、資源ごみ指定袋は無料

配付とすることで、資源ごみの分別徹底を進

めることが目的であると考えています。 

また、現行計画の取組の課題として、家庭

系ごみの減量目標とリサイクル率の目標が

達成できていないことから、焼却ごみの減量
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と資源化を進めるため、焼却ごみ類指定袋の

有料購入への変更と資源ごみ指定袋の無料

配付の継続を検討してまいります。 

７ 

３８ページ 

クリーンセンターへのごみ持込の事前申

請制度の導入は賛成です。事前申請は不便に

感じる部分もありますが、長時間待たずに済

む点では、市民サービスの向上につながって

いると思います。 

 

事前申請制度導入後の状況としましては、

長時間お待たせすることなく確実に受け入

れることができており、市民の皆様の利便性

の向上が図れているものと考えています。 

８ 

４３ページ 

守山市が有料化により、ごみの排出量が減

少したことも聞いてはいるが、県内や全国に

も目を向け、守山と同様の減量効果がたくさ

んあれば、更なる説得材料になるであろう。 

 

人口規模が本市と同程度の自治体で、近

年、ごみの有料化を守山市と同様の単純従量

制で導入した事例として、神奈川県海老名市

では約 17％、広島県廿日市市では約 10％の

減量効果が見られます。 

９ 

４３ページ 

有料化によって、ごみ排出量は変わらない

のでは。 

 

国の「一般廃棄物処理有料化の手引き」に

よりますと、有料化により、費用負担を軽減

しようとするインセンティブ（動機付け）が

生まれ、一般廃棄物の排出量の抑制が期待で

きるとされています。 

１０ 

４３ページ 

有料化によって、不法投棄が増えるだけ

で、本当にごみ減量効果があるか疑問であ

る。 

 

国の「一般廃棄物処理有料化の手引き」に

よりますと、有料化により、費用負担を軽減

しようとするインセンティブ（動機付け）が

生まれ、一般廃棄物の排出量の抑制が期待で

きるとされています。 

不法投棄対策については、関係機関と連携

して対応するとともに、パトロールの強化等

を検討してまいります。 

１１ 

４３ページ 

ごみ袋の有料化は、近隣の他市でもされて

いますが、ごみの減量に効果があると思いま

すので、大いに賛成です。 

ただし、不法投棄が増えてしまうのではな

いかと思うので、その対策もしっかりしてほ

しいです。 

 

不法投棄対策については、関係機関と連携

して対応するとともに、パトロールの強化等

を検討してまいります。 

１２ 

４３ページ 

有料化によって、ごみや草木を野外焼却す

る人が増える。 

 

廃棄物を野外焼却することは、法律で原則

禁止されていますので、違法となる行為があ

れば、関係機関と連携し、行為者に対して廃
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棄物の適正処理について指導してまいりま

す。 

１３ 

４３ページ 

有料化に反対である。 

 

焼却ごみ類指定袋の有料購入の検討を進

めるという計画であり、パブリックコメント

の結果等を踏まえ、検討を進めてまいりま

す。 

１４ 

４３ページ 

有料化するのではなく、引換券の配付枚数

を減らし、また、焼却ごみ袋の大きさを小さ

くするのはどうか。 

 

１５ 

４３ページ 

焼却ごみ袋の価格をいくらぐらいにしよ

うとしていますか。 

 

 

１６ 

４３ページ 

有料化しても、経済的負担が大きくならな

いように配慮してほしい。 

 

 

１７ 

４３ページ 

ごみ減量のため、ごみ袋代とごみ処理費用

を有料化するのはどうか。有料化によって、

ごみを減量しようと工夫すると思う。 

袋の種類とサイズは現行どおりで充分だ

と思う。種類やサイズが増えると、管理コス

トが増え、管理が煩雑になる。 

 

 焼却ごみ類指定袋の有料購入の検討を進

めるという計画であり、有料化の方式につい

ては、袋代のみの有料化を前提に考えており

ますが、パブリックコメントの結果等を踏ま

え、検討を進めてまいります。 

１８ 

４３ページ 

有料化後の焼却ごみ袋はどこで買うこと

ができますか。 

また、剪定した枝はこれまでどおり紐で縛

って出せば収集されますか。 

 

有料化した場合のごみ袋取扱店や剪定枝

の収集については、焼却ごみ類指定袋の有料

購入とあわせて検討を進めてまいりたいと

考えており、御意見として参考とさせていた

だきます。 

１９ 

４３ページ 

現在は、剪定枝を紐で縛って集積所に出し

ても収集されるが、有料化後も同様に収集さ

れるのか。 

 

剪定枝の収集については、焼却ごみ類指定

袋の有料購入とあわせて検討を進めてまい

りたいと考えており、御意見として参考とさ

せていただきます。 

２０ 

４３ページ 

「ごみ袋が不足しているという回答が１

０％しかなく」という文章から、１０％の人

がないがしろにされているように受け止め

られるので、不足している理由をくみ取っ

 

現在、２歳未満の乳幼児を養育する世帯や

紙おむつの給付を受けている世帯等に対し

て、焼却ごみ類指定袋を追加で配付していま

すが、有料化した場合の制度については、パ
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て、対応が必要だと思う。育児や介護でおむ

つ等のごみが出る家庭には、「子育て応援」

や「介護福祉」の面でごみ袋の無料配付が少

しでもあると家計が助かる。 

ブリックコメントの結果等を踏まえ、検討を

進めてまいります。 

２１ 

４３ページ 

ごみ袋を有料化すると、町内会を脱退する

人が増えることが懸念される。行政で、町内

会加入者でなければ、集積所が利用できない

ように検討してほしい。 

 

ごみ集積所は町内会等が管理されていま

すので、市が利用の制限を行うことはできか

ねます。 

なお、資源化の促進や地域コミュニティ支

援の観点から、資源ごみ指定袋について、無

料配付の継続を検討してまいります。 

２２ 

４４ページ 

重点施策１－４の効果が「古紙類の搬入増

加の抑止」とありますが、課題の記載に合わ

せて、「古紙類の混入抑止」とする方が分か

りやすいのではないかと思います。 

 

「古紙類の搬入増加の抑止」を「焼却ごみ

類指定袋への古紙類の混入抑止」に修正しま

す。 

２３ 

４５ページ 

一般施策「ごみの発生抑制に関する消費行

動の推進」について、消費は、使い捨て文化

の見直しや、モノに対する考え方の見直しに

も繋がると思います。発生抑制は、無料や不

要な物を「断る」ということも大事だと思い

ます。 

 

ごみの元になるものを「断る」という取組

も重要であると考えており、マイバッグやマ

イ箸の持参などの取組について、広く消費者

に知っていただくよう啓発を進めてまいり

ます。 

２４ 

４６ページ 

重点施策２－１について、硬質プラスチッ

クを含めて、プラスチックの分別が難しいと

思うので、分別を分かりやすく変更してほし

いです。 

また、イラストが一部見えなくなっていま

す。 

 

国が現在検討しているプラスチックごみ

一括回収の動向を注視しながら、市民の皆様

に分かりやすいごみ分別を検討してまいり

ます。 

また、イラストについては、修正します。 

２５ 

４８ページ、４９ページ 

集積所の適正管理・使用について、町内会

の班長が集積所を監視するなど、町内会ごと

にごみ出しルールを明確化し、徹底すること

や、同時に高齢者のごみ出し支援に関するこ

とも取り決めてはどうか。 

 

 

集積所の適正管理・使用について、町内会

等と連携し、ごみ出しのルールを徹底すると

ともに、集積所の適正管理・使用について支

援、啓発してまいります。 

また、高齢者のごみ出し支援については、

高齢化率の上昇に伴うごみ出しの課題であ

るため、地域コミュニティでの解決をサポー

トできるよう、実態把握や支援方法を検討し

てまいります。 
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２６ 

４９ページ 

ごみ減量のため、排出事業者への分別や適

正排出に関する訪問指導を行ってはどうか。 

 

本市では、平成２５年度から事業系廃棄物

減量推進員による排出事業者への適正なご

み排出等についての訪問指導をしており、引

き続き指導を行ってまいります。 

２７ 

５０ページ 

昔もらった分別ブックが古いので、新しい

分別ブックがほしいです。 

 

「雑紙の分別周知」や「市民に分かりやす

いごみ分別」等の施策を推進するため、分別

ブックを分かりやすく見直し、周知・啓発に

活用してまいります。 

なお、最新の分別ブックは、市のホームペ

ージに掲載しているほか、クリーンセンター

や市役所環境政策課の窓口で配付していま

す。 

▼原案への反映について 

パブリックコメントの実施結果により、計画（案）を一部修正させていただきます。 

また、お寄せいただいた御意見は、計画に基づく具体的な取組にあたっての参考とさせて

いただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


