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１ はじめに
20 世紀の高度成⾧期以降において、大量生産、大量消費、大量廃棄を主体とする社会活動は、天然資
源の枯渇、自然環境の破壊、地球温暖化などの様々な環境問題を引き起こしています。近年では、大型台
風や集中豪雨による災害の甚大化や海洋プラスチック問題など、地球環境の悪化は深刻なものとなっていま
す。環境に関する問題は地球規模で考える必要があり、環境への負荷をできる限り低減し、持続可能な循環
型社会への転換をさらに進めていくことが強く求められています。このような中、持続可能なまちづくりを進めていく
ためには、リデュース（発生抑制）とリユース（再使用）の２R*を優先的に実践することによりごみの減量化
を進め、二酸化炭素などの温室効果ガス*の排出抑制に取り組んでいく必要があります。
本市におきましても、市民及び事業者の皆さまのご協力のもと、ごみの適正処理及び３R*を推進するため
に様々な施策に取り組んできたところでありますが、ここ数年はごみの減量は横ばい傾向が続いており、本市の
1 人 1 日当たりのごみ総排出量は全国や県の平均を上回っている状況にあります。また、分別排出が十分に
徹底されているとはいえない状況が続いており、資源化量及びリサイクル率は年々低下し続けています。
こうしたことから、本市では、ごみの減量及び再資源化をさらに推進する必要があると考え、西宮市環境計
画推進パートナーシップ会議*・西宮市廃棄物減量推進部会*において指定袋制度の導入及び分別区分の
見直しについて検討を行いました。また、西宮市議会・民生常任委員会による先進事例等の調査・研究に基
づいた「ごみ袋の無指定は廃止し、有料指定、単純指定の何れかの指定袋制度を導入することを要望する」
との提言も踏まえ、基本的な考え方を取りまとめました。
資源A・B排出量

小型家電BOX回収量
資源化量
ごみ総排出量

集団回収量
リサイクル率

生活系ごみ *
資源A・B
小型家電BOX回収
集団回収 *
事業系ごみ *

＝

資源化量
ごみ総排出量

ごみ排出量
生活系ごみ
事業系ごみ

*
最終処分 量
最終処分率

＝

最終処分量
ごみ総排出量

市で発生するごみの名称
生活系ごみ （もやすごみ，もやさないごみ，ペットボトル，その他プラスチック製容器包装，粗大ごみ，汚物等）
資源A・B （新聞，紙パック，古着，ダンボール，雑誌，古本，チラシ・雑紙，紙箱・紙袋）
小型家電BOX回収
集団回収
事業系ごみ

図 1-1 ごみ量の定義
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２ 一般廃棄物*の処理状況（平成 24 年度～令和元年度）
（１）ごみ総排出量等の状況
本市における 1 人 1 日当たりの総排出量は年々減少しています。平成 30 年度は、７月豪雨や台風 20
号及び 21 号による災害ごみが発生した影響により前年度実績を上回りました。直近４年間（平成 28 年度
から令和元年度）では、2.9％減となっています。

図 2-1 ごみ総排出量の推移

生活系ごみの 1 人 1 日当たりの排出量は、年々減少していましたが、近年は横ばい傾向が続いており下げ
止まりとなっています。直近４年間(平成 28 年度から令和元年度)は、0.2％減に留まっています。

図 2-2 生活系ごみ排出量の推移(集団回収量、資源 A・B 量、小型家電 BOX 回収量を除く)
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事業系ごみの 1 日当たりの排出量は、平成 27 年度までは増加傾向にありましたが、平成 28 年度以降
は少しずつですが減少傾向にあります（平成 30 年度は災害ごみが発生したため、一時的に排出量が増加）。
直近 4 年間(平成 28 年度から令和元年度)で、3.4％減となっています。

図 2-3 事業系ごみ排出量の推移

（２）生活系ごみの分別区分（現状）
本市における生活系ごみの分別区分は、以下のとおりです。
表 2-1 生活系ごみの分別区分
区分
もやすごみ

生
活
系
ご
み

品目
生ごみ、皮革・ゴム類、再資源化できない紙・布・その他プラ等、食用油、竹

（可燃ごみ）

串などの先の鋭利なもの、紙おむつ類、使用済小型家電、その他

もやさないごみ

金属、ガラス類、陶器類、アイロン・トースター、乾電池、（使い切った）カセッ

（不燃ごみ）

トボンベ・スプレー缶、水銀を含む乾電池・体温計・血圧計等

資源Ａ

新聞、紙パック、古着、ダンボール

資源Ｂ

雑誌、古本、チラシ・雑紙、紙箱・紙袋

ペットボトル

ペットボトル（ペットボトルマーク

その他プラ

プラスチック製容器包装（プラマーク

粗大ごみ

のついているもの）
のついているもの）

家電品（家電リサイクル対象品を除く）、家具類、寝具類、自転車、その他
※粗大ごみとなる目安:⾧さ 40cm 以上、または、重さ 5kg 以上

3

（３）生活系ごみの収集方式（現状）
本市における生活系ごみの収集方式は、以下のとおりです。
表 2-2 ごみの収集方式
区分

収集方式

収集回数

収集形態

収集体制

もやすごみ

ステーション方式

週2回

袋

市・委託

もやさないごみ

ステーション方式

週1回

コンテナ

市・委託

資源Ａ

ステーション方式

月1回

紐十字縛り

市・委託・

資源Ｂ

ステーション方式

月2回

古着:袋

西宮古紙リサイクル協力会

ペットボトル

ステーション方式

月2回

コンテナ

市・委託

その他プラ

ステーション方式

週1回

透明袋

市・委託

粗大ごみ

戸別収集

随時

－

市

死獣・汚物

戸別収集

随時

－

委託

（４）西宮市一般廃棄物処理基本計画*における目標値
本市は、平成 31 年 3 月に西宮市一般廃棄物処理基本計画の改定を行い、ごみ減量及び最終処分率
等の目標値を定めました。新たに定めた各目標値を達成した場合における令和 10 年度の排出見込量と、
直近５年間（平成 25～29 年度）の実績値を基に推計した令和 10 年度の排出見込量は以下のとおり
となる見込みです。新たな施策を導入する等、さらなる取り組みを進めなければ、目標の達成は非常に厳しい
状況です。
※西宮市一般廃棄物処理基本計画の内容につきましては、市ホームページにて公開しています。
https://www.nishi.or.jp/kurashi/gomi/bika/gomisuishin/2019gomisyorikeikaku.html

図 2-4 実績に基づく排出量推計値と目標値の比較
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（５）ごみの処理経費
現在、本市ではごみの収集・運搬から処分に年間約 52 億円の費用が掛かっています（令和元年度）。
ごみの処分費は、西部総合処理センター焼却施設*延命化工事に伴う減価償却費の計上の影響により平
成 28 年度以降は増加していますが、収集・運搬費に大きな増減はありません。

図 2-5 ごみ処理経費の推移

市民 1 人当たりの処理経費は、年間 10,710 円となっています（令和元年度）。
平成 28 年度に増加しましたが、直近 4 年間(平成 28 年度から令和元年度)で大きな増減はありません。
1t 当たりの処理経費も同様に推移しています。

図 2-6 1 人当たり及び 1t 当たりの処理経費の推移
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（６）ごみの組成分析結果
●毎年、生活系ごみ（もやすごみ）と事業系ごみ（可燃ごみ）のごみ組成精密分析調査を行い、リサイク
ルが可能な資源物等がどの程度混入しているか、調査しています。令和元年度の組成調査結果は下記
のとおりです。
●事業系可燃ごみの組成分析は、産業構造の比率が高い「卸売、小売業」、「宿泊業、飲食サービス業」、
「医療、福祉」の 3 区分で行っています。下記の図は 3 区分の平均値を示したものです。
●生活系ごみ・事業系ごみのいずれにも、分別すれば資源化が可能な紙ごみやプラごみが多く含まれており、
分別排出が徹底されていない状況がうかがえます。

*
*

図 2-7 生活系ごみ(もやすごみ)の組成(令和元年度組成調査)

図 2-8 事業系ごみ(可燃ごみ)の組成(令和元年度組成調査)
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（７）資源化量とリサイクル率の推移
その他プラの分別回収を開始しました平成 25 年度に一時的に資源化量が増加しましたが、その後は年々
低下し続けています。特に、インターネットやスマートフォンの普及等の影響により新聞や雑誌等の発行部数が減
少傾向にあることから、古紙類の資源化量が減少し続けています。また、資源化量の減少に伴い、リサイクル
率も減少し続けています。

図 2-9 資源化量とリサイクル率の推移

（８）最終処分量と最終処分率の推移
最終処分量と最終処分率は、平成２４年度と比較すると減少していますが、少しでも⾧く最終処分場を利
用するためには、さらなる削減に取り組む必要があります。

図 2-10 最終処分量と最終処分率の推移
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３ 指定袋制度の概要
（１）指定袋制度とは
指定袋制度とは、一般家庭や事業者がごみ出しをする際に、袋の規格や仕様等、市が一定の条件を定め
たごみ袋の使用を義務付ける制度のことです。指定袋制度を導入することにより、ごみの減量化や分別排出の
徹底、収集作業時の安全確保等の効果がもたらされます。
なお、指定袋制度には主に 3 つの手法があり、それぞれの特徴は下記に示すとおりです。

市がデザインや規格等を定めた袋を

市がデザインや規格等を定めた袋を

市販のごみ袋の中から、使用できる

販売します。ごみ袋代にごみ処理手

袋メーカーが製造し、小売店が販売

色や透明度を市が限定します。ごみ

数料を上乗せし、排出者にごみ処理

します。ごみ袋代は自由価格で、ご

袋代は自由価格で、ごみ処理手数

コストを意識させることにより、分別や

み処理手数料は含まれません。使用

料は含まれません。透明度の高い袋

減量意識が大きく促進されます。

できる袋に制限を設けることにより、分

に限定することにより、分別意識が促

別や減量意識が促進されます。

進されます。

図 3-1 指定ごみ袋の種類

（２）中核市・兵庫県下における指定袋制度の導入状況（生活系）
●全国の中核市の中でまだ指定袋制度を導入していないのは本市のみです。
●兵庫県内では、約９割にあたる３７市町がいずれかの制度を
既に導入済であり、未実施の自治体は本市を含めた 4 市町のみ
（9.8％）です。

:有料指定袋
:単純指定袋
:色指定

※加古川市は令和３年度より単純指定袋を導入予定です。

:指定なし

表 3-1 中核市・兵庫県下における指定袋制度の導入状況
中核市

兵庫県

有料指定袋

19
（31.7％）

18（43.9％）
※丹波市、洲本市など

単純指定袋

19
（31.7％）

10（24.4％）
※神戸市、尼崎市など

色指定袋

21
（35.0％）

9（22.0％）
※宝塚市、明石市など

指定なし

1（1.6％）
※西宮市のみ

4（9.7％）
※西宮市、芦屋市など

60（100％）

41（100％）

計
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県下における
指定袋制度の
導入状況

（３）指定袋制度の目的
次に掲げる施策を推進するため、ごみを出す際に、市が規格・仕様を指定したごみ袋を使用する「指定袋制
度」を導入します。

① ごみの減量化・再資源化の推進

■ 市の処理施設に搬入されたごみは、焼却または破砕選別処理をした後、神戸沖にある最終処分場にて
埋立処分をしています。最終処分場で受け入れが可能な量には限界があるため、少しでも⾧く最終処
分場を利用するためには、ごみの発生量そのものを減らし、資源化が可能なものは適切に資源化を行
う必要があります。
⇒ 有料指定袋を導入した場合は、袋代にごみ処理手数料が上乗せされるため、袋１枚当たりの単価は
市販のごみ袋よりもかなり割高になりますし、単純指定袋を導入した場合でも市販のごみ袋よりも若
干割高になることが見込まれます。その結果、ごみ袋にかかる費用の節約を日頃から意識することにより、
「ごみの減量及び再資源化意識への気付き」に繋がることが期待されます。
⇒ ごみの減量化及び再資源化を進めることにより、最終処分場の延命化が図れるほか、ごみの収集運搬
車両の減車や、ごみ処理施設の更新時にはより規模の小さい施設の整備が可能になるなど、将来的な
ごみ処理経費の削減に繋がります。

② ごみの分別や適正排出の推進

■ 生活系ごみは、市が定める分別区分に沿った適正な分別排出をお願いしています。事業系ごみについ
ては、各排出事業者は各法令に基づき適正な処理を行うことが義務付けられています。しかしながら、
排出されたごみの中には、紙ごみやその他プラ等の資源化が可能なものや、本来、市では処理できな
い産業廃棄物*等が多く混入しており、中身の見えない袋を使用できることが適正な分別排出の阻害
要因の一つであると考えられます。
⇒ 指定袋制度の導入をきっかけとし、「自分が発生させたごみに対する責任意識の醸成」及び「適正な分
別排出の徹底」を図ります。

③ ごみステーション利用者の明確化

■ 本来、ごみステーションには、生活系ごみしか出すことは出来ません。しかしながら、近隣自治体の住民が
無断でごみステーションにごみを投棄したり、事業者が事業系ごみを生活系ごみと偽ってごみステーション
に排出している事例が見受けられます。
⇒ 本市専用の指定袋を導入し、かつ 「生活系用ごみ袋」と「事業系用ごみ袋」を明確に区別し、不適正
排出者への指導体制を強化することにより、適正排出を推進します。

④ ごみ収集作業の安全確保と効率化

■ 現在、中身の見えない袋を使用できることから、鋭利な物や発火の危険性があるものが含まれていても
収集員は判別することが出来ず、大変危険な状況です。
⇒ 指定袋制度を導入することにより、収集作業時における安全確保と効率化を図ります。
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（４）指定袋制度導入による減量効果予測
令和元年度、全国の政令指定都市 20 市と中核市 57 市及び近隣 5 市 1 町の計 82 市 1 町に指定袋
制度の実施状況に関するアンケート調査を実施しました。回答のあった 80 市 1 町と西宮市の現状を踏まえた
指定袋制度の導入状況は下記のとおりです。
表 3-2 指定袋制度の実施状況

指定袋制度を導入した場合の減量効果は下記のとおりです。「有料指定袋」が最も効果が高く、「単純指
定袋」、「色指定袋」の順に減量効果が低くなっています。
※ 事業系ごみ減量効果に関する有効データ数が少ないため、生活系ごみの減量効果のみを掲載
表 3-3 生活系ごみ減量効果

指定袋制度を導入した場合の資源化率向上効果は下記のとおりです。「単純指定袋」が最も効果が高くな
っていますが、３つの手法で大きな差異は見受けられません。
※ 事業系ごみに関する有効データ数が少ないため、生活系ごみの資源化率向上効果のみを掲載
表 3-4 資源化率向上効果
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４ 生活系ごみの分別収集区分の見直し案
現状の分別収集区分では、不燃ごみの効率的な再資源化が行えないことから、分別収集区分の見直しを
行います。合わせて、処理工程の見直しも行い、令和８年度より新たな破砕選別施設*の稼働を開始します。
（１）現状の分別区分・収集形態及び見直し後の分別区分・収集形態
分別区分の見直しのポイントは下記に示すとおりです。
●資源化率向上:資源(古紙、ペットボトル等)の分別促進、びんの資源化率向上
●分別による最終処分量減量:焼却灰*、破砕残渣*への金属等の混入量減量
●高齢者対応と市民の負担減少:折り畳みコンテナの使用回数減
●分別区分の明瞭化:小型複合製品・小型家電等の区分不明瞭解消、粗大ごみ基準の明瞭化
表 4-1 現状の分別区分、収集形態
分別収集区分

収集形態

もやすごみ

袋

もやさないごみ

コンテナ

粗大ごみ

現物のまま

資源 A
資源 B

紐十字縛り
袋（古着）

ペットボトル

コンテナ

その他プラ

袋

対象品目
生ごみ・プラスチック製品・皮革・ゴム類・小型複合製品・
再資源化できない紙・布・傘・小型家電 等
ガラスびん・スチール缶・アルミ缶・陶磁器・小型金属製品・
ガラス製品・小型家電・電池・スプレー缶・蛍光灯 等
家電品（家電 4 品目除く）・家具類・寝具類 等

収集回数
2 回/週
1 回/週
随時

新聞・紙パック・ダンボール・古着 等

1 回/月

雑誌・チラシ・雑紙・紙箱 等

2 回/月

ペットボトル

2 回/月

容器包装プラスチック

1 回/週

表 4-2 分別区分、収集形態の見直し案

資
源

新分別収集区分

収集形態

もやすごみ

R3 まで:袋の規制なし
R4 以降:指定袋

その他不燃ごみ

対象品目

収集回数

生ごみ・プラスチック製品・皮革・ゴム類・
再資源化できない紙、布 等

2 回/週

指定袋

小型複合製品・傘・小型家電、陶磁器・
小型金属製品・ガラス製品・スプレー缶・電池・
蛍光灯 等

1 回/週

粗大ごみ

現物のまま

家電品（家電４品目除く）・家具類・寝具
類・その他不燃ごみの指定袋に入らないもの

随時

缶・ペットボトル

指定袋

スチール缶・アルミ缶・ペットボトル

1 回/週

びん

コンテナ

ガラスびん

1 回/週

新聞・紙パック・ダンボール・古着・雑誌・
チラシ・雑紙・紙箱・紙袋 等

1 回/週

容器包装プラスチック

1 回/週

資源（紙資源等）
その他プラ

紐十字縛り
※古着は透明・半透明袋

R3 まで:透明袋
R4 以降:指定袋
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（２）東部総合処理センター破砕選別施設（仮称:リサイクル施設）の概要
現状の西部総合処理センター破砕選別施設及び令和 8 年度に稼働予定の東部総合処理センター破砕
選別施設（仮称:リサイクル施設）の処理フローは、図 4-1・図 4-2 のとおりです。新たな破砕選別施設で
は、適正処理の向上を図るとともに、より効率的な資源物の選別方式の導入を検討します。

図 4-1 西部総合処理センター破砕選別施設処理フロー

図 4-2 東部総合処理センター破砕選別施設（仮称:リサイクル施設）処理フロー案
12

新たな破砕選別施設の建設予定地は、鳴尾浜の東部総合処理センターを予定しています。
図 4-3 に付近見取図を、図 4-4 に配置図を示します。

図 4-4 配置図

図 4-3 付近見取図

施設整備スケジュールは下記に示すとおりです。令和 8 年度からの稼働開始を予定しています。
平成
28
2016

西
部 処
総 理
合 セ 破砕選別施設
ン
タ
ー

29

令和
30

2017 2018

1
2019

2

3

2020 2021

4
2022

5

2023 2024

7

8

9

2025 2026 2027

10

11

12

2028 2029 2030

平成9年9月竣工

19

20

21

22

23

24

25

26

将来施設用地
東
部 処
総 理 破砕選別施設
合 セ
ン ペットボトル
タ
圧縮施設
ー

6

27

28

工事

施設計画・調査

ごみ搬入・試運転
2

平成12年10月竣工
16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

3

4

統合

※グラフの数字は稼働年数を示します

図 4-5 施設整備スケジュール
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5

５ 指定袋制度の導入案
（１）導入手法
「有料指定袋」、「単純指定袋」、「色指定袋」の３つの手法のうち、最も減量効果が高いのは「有料指定
袋」ですが、市民の費用負担も大きくなることから、西宮市では「単純指定袋」を採用したいと考えています。

（２）指定袋の種類及び導入時期
下記の品目については、令和 4 年 4 月から指定袋制度を導入したいと考えています。
● 生活系ごみ:もやすごみ、その他プラ（プラスチック製容器包装）
● 事業系ごみ:可燃ごみ

下記の品目については、令和８年度より指定袋制度を導入したいと考えています。
● 生活系ごみ:缶・ペットボトル、その他不燃ごみ
（３）指定袋の規格及び仕様
袋のサイズ（容量）については、各世帯の世帯員数や各事業者の事業規模によって、ごみの排出量が異
なることから、容量の異なる袋を用意する必要があると考えています。
● 生活系ごみ:【3 種類】45ℓ（大）、30ℓ（中）、15ℓ（小）
● 事業系ごみ:【2 種類】90ℓ（大）、45ℓ（小）
袋の形状については、一般的に広く使用されている「平袋」に加え、高齢者の方や手が不自由な方でも持ち
運びやすく、縛りやすい「取っ手付き袋」を用意する必要があると考えています。
● 生活系ごみ:平袋タイプ・取っ手付き袋タイプ
● 事業系ごみ:平袋タイプのみ
袋の色については、隣接市のごみとの区別を明確にするため、隣接市の指定袋とは異なる色の袋にする必
要があると考えています。なお、袋の着色に使用する顔料及び表示に使用するインクは、カドミウム、鉛等の重
金属及びハロゲン化合物等の有害物質は含まないものとする予定です。
【参考】 神戸市 : 燃えるごみ（水色×赤字）、その他プラ（透明×オレンジ字）、
缶・びん・ペットボトル（透明×青字）、燃えないごみ（透明×緑字）
尼崎市 : 一般家庭用（緑色×黒字）
【色の組み合わせ例】
● 生活系ごみ:もやすごみ（黄色×黒字）、その他プラ（透明×紫字）、
缶・ペットボトル（透明×黄緑字）、その他不燃（透明×茶色）
● 事業系ごみ:可燃ごみ（無色ベースの黒字）
※ 上記の内容はあくまでも一例であり、決定ではありません。
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袋の厚みについては、破れにくい強度が必要ではありますが、厚みが増すと袋の販売価格に影響を及ぼします。
市販のごみ袋や、他自治体の指定袋の状況を調査した結果、品目やサイズに応じて適切な厚みの基準を定
める必要があると考えています。
● 生活系ごみ
もやすごみ : 高密度ポリエチレン・0.02 ㎜以上
その他プラ、缶・ペットボトル、その他不燃ごみ : 低密度ポリエチレン・0.025 ㎜以上
● 事業系ごみ : 低密度ポリエチレン・45Ｌは 0.03 ㎜以上、90Ｌは 0.04 ㎜以上

袋の材質については、世界規模の課題である温室効果ガスの削減及び市民の皆さまの環境意識の向上に
資することを目的として、サトウキビやとうもろこし等の植物由来の原料で作られたバイオマスプラスチック*を配
合した袋を導入する必要があると考えています。
※国が令和元年５月に策定しました「プラスチック資源循環戦略」において、可燃ごみ用指定収集袋などの
燃やさざるを得ないプラスチックについては、原則としてバイオマスプラスチックを使用するよう取り組みを進め
ることが明記されています。
【参考:他市の配合率】京都市、北九州市、南魚沼市・・・１０％
植物由来のバイオマスプラスチックを配合した袋を導入
近年、増加傾向にある外国人居住者の方々にも正しい分別ルールやごみ出しマナーを理解していただくこと
を目的とし、生活系ごみ袋には、英語、韓国・朝鮮語、中国語、フランス語等の多言語によるごみの出し方を
表記します。
7 か国語（英語、韓国・朝鮮語、中国語、フランス語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語）による
ごみの出し方の説明文を表記
ごみの品目毎に異なる種類の袋を購入していただく必要が生じるため、「もやすごみ」以外の袋には、それぞ
れ異なる数のパンチ穴を設けることにより、目の不自由な方が指定袋を購入する際に指定袋の種類が識別で
きるよう配慮します。
「その他プラ」、「缶・ペットボトル」、「その他不燃ごみ」用指定袋に識別用パンチ穴を付設

● 指定袋及び外装イメージ

※ 上記のイメージ図はあくまでも一例であり、決定ではありません。
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（４）販売方法・袋の価格
「単純指定袋」は、市が定めた規格や仕様に合致する袋を各袋メーカーが製造し、スーパーやコンビニ等
の各小売業者が袋を仕入れて販売する流れになりますので、市販のごみ袋の流通形態と大きな違いはありませ
ん。なお、袋の販売価格は自由価格であり、市販のごみ袋と同様、各小売業者が販売価格を設定して販売し
ます。１枚当たりの単価については、袋への印刷及びバイオマスプラスチック使用の影響により、一般的な市販
のごみ袋と比較しますと若干高くなる見込みです。

（５）条例改正案の概要
現行条文に、以下の内容を追記したいと考えています。
①生活系ごみの排出方法
土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち生活系ごみ(第４条に規定する
事業系一般廃棄物以外の一般廃棄物をいう。以下同じ。)を市が行う行政回収の際に排出しようとする
ときは、当該生活系ごみは市⾧が指定する袋に収納しなければならない。
ただし、粗大ごみ、し尿及び犬・猫等の動物の死体及び汚物については、この限りでない。
②事業系一般廃棄物の排出方法
土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち事業活動に伴って生じた廃棄物
（以下「事業系一般廃棄物」という。）を市の廃棄物処理施設において処分しようとするときは、規則で
定める場合を除き、当該事業系一般廃棄物を市⾧が指定する袋に事業者名等を記入して収納しなけ
ればならない。

６ 周知啓発活動
（１）説明会等の開催
■ 各地域にて「指定袋制度の導入及び分別区分の見直し説明会」を実施し、指定袋制度の導入目的や
実施手法、新たな分別区分の内容などについて分かりやすく丁寧に説明します。
■ 商工会議所や各種団体向けに「事業系ごみ指定袋制度導入説明会」を開催し、指定袋制度の導入目
的や実施手法、事業系ごみの適正処理及び再資源化について分かりやすく丁寧に説明します。

（２）様々な広報媒体を活用した効果的な広報の推進
■ 市政ニュースやホームページ、ツイッターや LINE 等の SNS、さくら FM やケーブルテレビ等、様々な広報媒
体を活用して、効果的な広報を実施します。
■ ごみと資源の分け方・出し方をまとめた冊子である「ハローごみ」を全戸配布し、市内の全世帯及び全事業
者へ周知します。
■ 事業者には、「事業系廃棄物適正処理ハンドブック」を配布し、事業系ごみの適正処理及び再資源化に
関する情報を提供します。
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７ 素案策定の経緯
（１）素案策定の経緯
■ 西宮市環境計画推進パートナーシップ会議
年月日

主な内容
令和元年度 第１回環境計画推進パートナーシップ会議
・役員体制について
・各専門部会の委員選出について

令和元年７月 23 日

・西宮市の環境施策について
・各部会からの報告について
・環境まちづくりフォーラム開催結果報告について
・その他各種事業報告について

令和２年３月 26 日

令和元年度 第２回環境計画推進パートナーシップ会議
※新型コロナウイルスの影響により中止

■ 西宮市廃棄物減量推進部会
年月日

主な内容
令和元年度 第１回廃棄物減量推進部会
・部会⾧・副部会⾧の選出について

令和元年７月３１日

・西宮市ごみ減量推進計画（チャレンジにしのみや 25）*の結果報告について
・平成 30 年度のごみ処理状況について
・現状施策の進捗状況について
・今後新たに取り組むべき施策と導入スケジュールについて
令和元年度 第２回廃棄物減量推進部会
・本市の現状と課題について

令和元年 11 月 20 日

・今後新たに取り組むべき施策と導入スケジュールについて
・分別区分及び収集形態の見直しについて
・指定ごみ袋制度の導入について
・ごみ処理手数料の見直しについて
令和元年度 第３回廃棄物減量推進部会
・令和元年度ごみ組成分析調査結果について

令和２年２月 19 日

・分別区分及び収集形態の見直しについて
・指定ごみ袋制度実施手法の定性評価について
・ごみ処理手数料の見直しについて
令和２年度 第１回廃棄物減量推進部会
・コロナ禍における事業系廃棄物減量対策の方針について

令和２年８月２８日

・「西宮市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の改正について～指定袋制度
の導入及び分別区分の見直し～」に関する意見提出手続（パブリックコメン
ト）素案の内容確認について
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（２）西宮市環境計画推進パートナーシップ会議 委員名簿
区分

学識経験者

氏名
佐山 浩

関西学院大学 教授

遠藤 知二

神戸女学院大学 教授

服部 保

兵庫県立大学 名誉教授

花田 眞理子

大阪産業大学 教授

石川 雅紀

神戸大学 名誉教授

北詰 恵一

関西大学 教授

◎小川 雅由

事業所
関係

ＮＰＯ法人こども環境活動支援協会 理事

野島 比佐夫

西宮商工会議所 常務理事・事務局⾧

藤井 智生

生活協同組合コープこうべ マネジャー

田邊 周作

西宮労働者福祉協議会 理事

曽我部 宏

辰馬本家酒造株式会社 取締役製造統括部⾧
※令和 2 年 6 月 23 日まで

樋口 賢一

西宮市環境衛生協議会 会⾧

西明 直子

西宮コミュニティ協会 専務理事

○清水 明彦
市民関係

役職等

社会福祉法人西宮市社会福祉協議会 常務理事

米山 清美

西宮市青少年愛護協議会 浜脇地区会⾧

栗本 佳子

西宮市ＰＴＡ協議会 会計

山崎 由美

甲東エココミュニティ会議 代表

津髙 絵美

公募市民

高橋 和也

公募市民

※ 任期:令和３年 3 月 31 日まで（氏名欄の◎は「会⾧」、〇は「副会⾧」を示します。）
（３）西宮市廃棄物減量推進部会 構成名簿
区分

氏名

役職等

◎花田 眞理子

大阪産業大学 教授

石川 雅紀

神戸大学 名誉教授

環境計画推進

小川 雅由

ＮＰＯ法人こども環境活動支援協会 理事

パートナーシップ

○野島 比佐夫

会議委員

藤井 智生

生活協同組合コープこうべ マネジャー

樋口 賢一

西宮市環境衛生協議会 会⾧

山崎 由美

甲東エココミュニティ会議 代表

川越 勉
事業所関係
櫻田 健太
行政関係

西宮商工会議所 常務理事・事務局⾧

にしのみや環境サポート協同組合
（株式会社 ヤマサ環境エンジニアリング 常務取締役）
西宮商工会議所
（株式会社 山一商会 代表取締役社⾧）

清 献一郎

西宮市教育研修課 指導主事 ※令和 2 年 3 月 31 日まで

安部 洋一郎

西宮市教育研修課 指導主事 ※令和 2 年 4 月 1 日から

※ 任期:令和３年 3 月 31 日まで（氏名欄の◎は「会⾧」、〇は「副会⾧」を示します。）
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８ 用語集
=======================＜ あ行 ＞=======================
■一般廃棄物 （いっぱんはいきぶつ）
産業廃棄物以外の廃棄物です。 一般廃棄物は「ごみ」と「生活排水」に分類されます。
また「ごみ」は、一般家庭の日常生活に伴って生じる「生活系ごみ」と、商店、オフィス、レストラン等の事業活動
によって生じる「事業系ごみ」に分類されます。
■温室効果ガス （おんしつこうかがす）
地球温暖化に影響を及ぼすガスで、焼却により発生する温室効果ガスは二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素
が該当します。
=======================＜ か行 ＞=======================
■可燃残渣 （かねんざんさ）
ペットボトルやその他プラの中間処理工程で発生するリサイクルできないプラスチック類等で、焼却施設で焼却処
理を行います。
=======================＜ さ行 ＞=======================
■最終処分 （さいしゅうしょぶん）
ごみ処理の過程での最終的な処分のことで、埋立処分または海洋投入処分のことをいいます。
現在、西宮市内には最終処分場がない為、大阪湾フェニックス計画埋立処分場にて、焼却灰、集じん灰、不
燃残渣の最終処分を行なっています。
■産業廃棄物 （さんぎょうはいきぶつ）
廃棄物処理法第二条四項で規定される、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃えがら、汚泥、廃油、廃
酸、廃アルカリ、廃プラスチックなど政令で定める 20 種類の廃棄物を意味します。
■事業系ごみ （じぎょうけいごみ）
廃棄物のうち、事業活動に伴って生じた廃棄物のことをいいます。
■磁選機 （じせんき）
磁力を使って、スチール缶などの磁性物とそれ以外を選別する機械のことをいいます。
■集団回収 （しゅうだんかいしゅう）
自治会、子供会、婦人会、ＰＴＡ、老人会、その地域団体が中心となって古紙などの資源を集め、これを回
収業者に引き取ってもらうことにより資源化を推進することで、西宮市では「再生資源集団回収実施団体奨励
金」制度を導入しています。
■焼却施設 （しょうきゃくしせつ）
廃棄物のうち、可燃ごみを焼却処理する施設のことをいいます。
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■焼却灰 （しょうきゃくばい）
焼却施設の焼却炉でごみを燃やしたときに出る燃えかすです。
■食品ロス （しょくひんろす）
食べられるのに捨てられてしまう食品のことをいいます。
■３Ｒ （すりーあーる）
Reduce（減らす）・Reuse（再使用）・Recycle（再生利用）の３つの頭文字Ｒをとったものです。その
他に、Refuse（断る）・Repair（修理）を加えて５Ｒといわれることがあります。
■生活系ごみ （せいかつけいごみ）
一般廃棄物のうち、一般家庭から発生する廃棄物のことをいいます。
=======================＜ た行 ＞=======================
■２Ｒ （つーあーる）
Reduce（減らす）・Reuse（再使用）の 2 つの頭文字Ｒをとったものです。これまでは Recycle（再生利
用）を加えて３Ｒとしてきましたが、Recycle が浸透し、さらにごみの発生を抑制する２Ｒに転換されました。そ
の他に、Refuse（断る）・Repair（修理）を加えて５Ｒといわれることがあります。
■手つかず食品 （てつかずしょくひん）
未開封の状態など、全く手が付けられないまま捨てられる食品のことをいいます。
=======================＜ な行 ＞=======================
■西宮市一般廃棄物処理基本計画 （にしのみやしいっぱんはいきぶつしょりきほんけいかく）
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第６条第１項及び「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規
則」第１条の３の規定に基づき、一般廃棄物の排出抑制並びに発生から最終処分までの適正処理を総合
的・計画的に進めるために必要な基本的事項を定めた計画のことです。
■西宮市環境計画推進パートナーシップ会議 （にしのみやしかんきょうけいかくすいしんぱーとなーしっぷか
いぎ）
西宮市は環境基本計画に基づき、様々な環境に関する施策・事業を行なっています。それは行政だけで進め
るものではなく、市民、事業者の皆さんとともに進めていくものです。西宮市の環境を継続的に改善していくことを
目指して、ともに考え、議論し、計画を進めていくのが西宮市環境計画推進パートナーシップ会議です。
■西宮市ごみ減量推進計画 （にしのみやしごみげんりょうすいしんけいかく）
通称「チャレンジにしのみや２５」と呼ばれ、西宮市による、環境学習都市宣言の精神を具現化するため、ごみ
減量等の数値目標と目標年次・目標達成に向けた取り組み施策等を策定し、持続可能な循環型社会の実
現を目指した計画です。
最終目標年度である平成 30 年度までに、基準年度である平成 17 年度のごみ排出量に対して、25%減量
することを目標としています。
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■西宮市廃棄物減量推進部会 （にしのみやしはいきぶつげんりょうすいしんぶかい）
平成 31 年 3 月に策定した「西宮市一般廃棄物処理基本計画」を推進し、計画の目標管理や方針決定を
行うために設置した、西宮市環境計画推進パートナーシップ会議の下部組織です。
=======================＜ は行 ＞=======================
■バイオマスプラスチック
植物等に由来する再生可能資源（トウモロコシやサトウキビなど）を原料とするプラスチックです。バイオマスプラ
スチックは元来地上にある植物を原料とするため、焼却時に大気中へ排出された二酸化炭素は、光合成によっ
て再び植物に固定されるカーボンニュートラルの性質を持つ材料であることから、大気中の二酸化炭素の濃度を
上昇させないという特徴があります。バイオマスプラスチックの導入を進めることにより、地球温暖化の防止や化石
資源への依存度低減に貢献することが期待されています。

■破砕残渣 （はさいざんさ）
破砕選別施設の破砕処理工程で最終的に排出され最終処分される残渣です。主にガラスくずや陶磁器くずで
す。
■破砕選別施設 （はさいせんべつしせつ）
破砕工程や選別工程で不燃ごみや粗大ごみを減容・減量・資源化する施設のことをいいます。
■破除袋機 （はじょたいき）
ごみ袋を破り、中身と袋に分ける機械のことをいいます。
■不燃残渣 （ふねんざんさ）
ペットボトルやその他プラの中間処理工程で発生するリサイクルできないびんや缶などの燃えないごみで、破砕選
別施設で処理を行います。

21

９ 指定袋制度についての Q＆A

Ｑ１．指定袋制度とは何ですか?

Ａ１．指定袋制度とは、一般家庭や事業者がごみ出しをする際に、袋の規格や仕様等、市が一定の条件を
定めたごみ袋の使用を義務付ける制度のことです。

Ｑ２．なぜ指定袋制度を導入するのか?

Ａ２．指定袋制度を導入することにより、ごみの減量化や分別排出の徹底、収集作業時の安全確保等の効
果が期待されます。ごみの減量化及び再資源化を進めることにより、最終処分場の延命化が図れるほか、ご
みの収集運搬車両の減車や、ごみ処理施設の更新時にはより規模の小さい施設の整備が可能になるなど、
将来的なごみ処理経費の削減に繋がると考えています。

Ｑ３．指定袋制度＝ごみ処理手数料の有料化ではないのですか?

Ａ３．指定袋制度には、市が指定するデザインにて作成された袋を用い、袋代にごみ処理手数料を上乗せす
る有料指定袋、市が指定するデザインにて作成された袋を用いるが、袋代にごみ処理手数料は含めない単
純指定袋、市販のごみ袋で構わないが使用できる色を制限する色指定袋の３つの手法があります。３つの
手法のうち、最も減量効果が高いのは有料指定袋ですが、市民の費用負担が最も大きくなることから、まず
は袋代にごみ処理手数料は含めない単純指定袋を導入したいと考えています。

Ｑ４．なぜ分別区分及び収集形態を見直す必要があるのですか?
Ａ４．現在、もやさないごみとして、缶類・びん類・金属製品・陶器類・ガラス製品等を一体的に収集して破砕
選別処理を行っていますが、現行方式では異なる素材の物が混ざり合ってしまうため、十分な再資源化がで
きていない状況です。この度、破砕選別施設の更新に伴い、より効率的な再資源化処理を実現するため、
分別区分を見直すことにしました。また、ごみステーション利用者の負担を軽減すべく、折り畳みコンテナの使
用回数を削減することにしました。

Ｑ５．指定袋を使わずにごみを出した場合は収集してもらえないのですか?
Ａ５．指定袋制度の導入開始後は、指定袋を使わずに出されたごみは収集できません。

Ｑ６．指定袋はどこで販売されますか?
Ａ６．市販のごみ袋と同様に、スーパーやコンビニ、ホームセンター等で販売される予定です。
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Ｑ７．指定袋の値段はいくらですか?
Ａ７．指定袋の販売価格は市販のごみ袋と同様、各小売業者が販売価格を設定して販売しますので、販売
店によって異なります。１枚当たりの単価については、袋への印刷及びバイオマスプラスチック使用の影響によ
り、一般的な市販のごみ袋と比較しますと若干高くなる見込みです。

Ｑ８．指定袋はいつから販売される予定ですか?

Ａ８．指定袋制度が開始されるまでにはスーパーやコンビニでの販売を開始しますが、現時点では具体的な販
売開始時期は未定です。

Ｑ９．指定袋を使っていても、分別ができていない場合はどうなりますか?

Ａ９．指定袋を使用されていても適切な分別がなされていない場合は、ごみの分別排出の徹底を促すため、
注意シールを貼って取り残しをさせていただくことになります。

Ｑ１０．これまで使っていたごみ袋はどうすればいいですか?
Ａ１０．指定袋制度の導入決定から導入実施時期までの間は、充分な周知期間を設ける予定です。もし、
各ご家庭で買い置きのごみ袋がある場合は、周知期間中にお使いいただくようお願いいたします。なお、市販
の透明袋については、古着を出す際に引き続きお使いいただくことも可能です。

Ｑ１１．指定袋制度が開始される前に、指定袋を使ってごみを出すことは出来ますか?
Ａ１１．現在、もやすごみを出される際に使用できる袋に制限はありませんので、導入開始前に指定袋を購
入されて使用されても特に問題はありません。

Ｑ１２．指定袋制度を導入することにより、不法投棄が増加するのでは?
Ａ１２．他市において、指定袋制度を導入したことにより不法投棄が増えたとの事例は聞かれませんでしたが、
巡回パトロールや各種啓発に取り組み、不法投棄の発生抑制に努めます。

Ｑ１３．指定袋制度を導入するよりも、もっとリサイクルに取り組むべきではないか?
Ａ１３．本市では従前からごみのリサイクルに取り組んできましたが、排出されたごみの中には、紙ごみやその他
プラ等の資源化が可能なものや、本来、市では処理できない産業廃棄物等が多く混入しているなど、適正な
分別排出が徹底されておらず、適切なリサイクルが行えていない現状があります。また、リサイクルには多額の
経費やエネルギーが必要であることから、まずはごみとなるものをできるだけ出さない発生抑制を意識していた
だくことが重要であり、指定袋制度を導入することにより、「ごみの減量及び再資源化意識の醸成」を図りたい
と考えています。
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