
 
 

 

 

 

「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～（素案）」に対する意見提出手続（パブリックコメント）について、ご意見の概要とそれに対す

る市の考え方をとりまとめましたので公表します。 

貴重なご意見をいただきありがとうございました。 

 

※ いただいたご意見は、原則として要約したものを記載しています。 

※ 個人・団体等への誹謗中傷など市が不適切と判断した内容や、個人等が特定される内容について

は、記載していません。 

 

 

１．意見募集結果概要 
 

【意見募集期間】 令和 2年（2020 年）10月 26 日（月） 

～令和 2年（2020 年）11 月 25 日（水） 

【意見提出者数】 150 名 

【意見提出件数】 329 件 

 

≪回答分類別≫ 

回答分類 説 明 件数 

①素案に記載済の内容です 
いただいたご意見の内容は既に素案に盛り込

まれています。 
４７ 

②素案を修正します 
いただいたご意見をもとに素案を修正しま

す。 
２４ 

③今後の参考・検討とします 
素案の修正はしませんが、いただいたご意見

は今後の参考（検討）にします。 
６６ 

④素案のとおりとします 
ご意見の反映や対応が困難、または、市の考

え方と方向性が合致しない内容です。 
１４７ 

⑤その他 
素案の内容と直接関係のないご意見、感想等 
（①～④に該当しないもの）。 

４５ 

合計 ３２９ 

 

 

 

「西宮市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の改正（素案）」に

対する意見提出手続（パブリックコメント）の結果を公表します 

問い合わせ先：西宮市美化企画課 ℡ 0798-35-8653 

西宮市施設管理課・施設整備課 ℡ 0798-22-6601 



２．ご意見の概要及び市の考え方について
（１）制度全般に関すること（目的・必要性など）

No 意見 市の考え方
回答
分類

1 指定袋の導入に賛成します。 1

2
スーパーやコンビニ等どこででも入手できれば問題ないと思います。市民税を上げるより、ゴミ袋を有料
にする方が好ましいです。 3

3
個人的には反対だが、分別やリサイクルという観点ではとても賛成。私の地区では一部店舗や人が『分
別』という言葉をご存知では無いと見受けられるからです。おかげさまで、ゴミ収集の方が、ゴミ袋の中を
確認することが毎回のように行われています。

1

4

3年前に大阪から引越ししてきたが、燃えるゴミを出す際に黒色のゴミ袋を使っている事に最初驚いた。
清掃当番の日に破れてるゴミ袋があったが、中身が見えないことをいいことに、分別しないで適当に物を
捨てていることに嫌悪感を抱いた。大阪市は中が見える袋でないとダメだが、その他プラが混じっている
と、注意シールが貼られて回収されずに残される。もっと厳しくしないとダメだと思う。

1

5
有料指定袋にするのであれば意味があると思うが、単純指定袋では印刷コストなどが市民の負担とな
るだけだと考える。有料指定袋にした上で丁寧な回収(ゴミの散乱対策)などを行うべきだと考える。そう
でないのであれば、色指定袋で行うべきだと考える。

3

6
無料レジ袋の廃止後、ごみ捨ての為に結局レジ袋を購入している。どうせ購入するのであれば、指定
袋を購入し、その収入をゴミ処理に充ててもらった方が使い道が明確で良いです。 3

7
「ゴミの減量、再資源化意識」とありますが、指定袋より有料化の方が市民が本気に取り組むのではな
いでしょうか。周りの先進都市の事例は研究されたのでしょうか。早めに取り組んでいかないと間に合わ
なくなります。

3

8 ゴミの削減や分別に指定袋が活躍するなら、やってみたい。 1

9
人、事業者が活動すれば必然的にごみは出るわけですから、全くゼロにならないとしてもゼロ側に近づけ
る事は悪いことではありませんし出来る事から推進すべきと考えます。 1

10
ごみの減量には、指定袋の導入が効果的だというデータがある。効率のよいごみの処理・再資源化推
進を目指し、区分についても見直しを行い、廃棄物の排出量・処理費用を圧縮を進めてほしい。 1

11
有料指定袋ではなく単純指定袋の導入を検討されていることは一定評価している。有料指定袋は製
造・配送・流通という点において競争が働かず、非常に無駄の多い制度である。分別収集区分の見
直しは、リサイクル施設の稼働に伴うものであり、必要になってくることは理解した。

1

12
自宅のすぐ横にごみステーションがあるが、分別が不十分（特にペットボトル）で、水切りされていない
生ごみが投入されていたり臭いがきついなど問題点が多い。指定袋にして中味がある程度見えるように
することに賛成。

1

13 ごみ減量のための施策、いいことだと思います。 1

14

後世に残すべき環境の保全のために、ごみ減量・分別が必須である旨が周知徹底されないと、袋の価
格や色ばかりに関心が集まり、不法投棄につながる恐れがありますので以下を提案します。指定袋導
入の趣旨徹底、PR。袋の価格は、燃やすごみ用袋は高く（減量化）、その他プラ用袋は安く（分別
徹底）設定。不法投棄に対する罰則強化（厳罰化）。

3

指定袋制度の導入及び分別区分の見直しに対する肯定的な意見として受け止め、今後の取り組み
を進める上での参考とさせていただきます。

【回答分類】  １．素案に記載済の内容です   ２．素案を修正します   ３．今後の参考・検討とします  ４．素案のとおりとします   ５．その他
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（１）制度全般に関すること（目的・必要性など）

No 意見 市の考え方
回答
分類

15
どのみち市販より高くなる袋なら、単純指定袋と称しながらも、収集処理費用を含めたものとし、市民
に相当な費用負担を求め、費用対効果実現を確実なものとしたほうがよい。煙草を買う余裕のある市
民には特に遠慮せずまっとうな費用負担を求めるべきである。

3

16
どんな形にせよ、ゴミに対して日常的に考え、意識していく必要があります。本市は遅すぎたと思います。
自然豊かとか環境学習都市とか言いながら、肝心なところが抜けているように感じています。 1

17
ごみの減量化は、ひいては地球への環境負荷の低減に繋がることは十分理解しているし、大いに賛成
である。 1

18
指定袋制度や新分別は市民にとって金銭的、労力的負担を増すことになりますが、ごみ減量や再資
源化を推進させる施策として理解します。市民が納得し、更なる協力するよう市がより充分な説明を
し、市民よりの要望には柔軟に対応されるよう望みます。

1

19
国内でも厳しい分別を行っている地方があり、中核市の西宮ならいずれは実行するだろうとの認識はあ
りましたが、遂にその時期が来たか!と分別の細分化を覚悟します。 1

20
確かに今の黒い袋ではなく、中身が何となくでも判別できれば回収業者さんはじめ以降、処理に携わる
方も多少は安心して仕事ができると思う。 1

21

一昨年まで枚方市に住んでおり、その前は青森市に住んでいたが、いずれも半透明・透明袋であった。
西宮はゴミの分別、ゴミ出しマナーは最悪だと思う。私は産廃の仕事をしており、グループ会社は一般の
ゴミを収集している。パッカー車の中を洗ってる光景をいつも見るが、燃えるゴミにビンや缶が混じっている
事など日常茶飯事です。

1

22
具体的な改正条文の詳細は不詳ですが、賢明な市議会での審議で市民ファーストでの改正になるも
のと思います。改正は市役所職員が手抜きをして楽になろうとするものなら反対ですが、市民の負担が
大幅に増加するのでなく、市民も職員も納得出来る内容であれば賛成されると思います。

1

23 指定袋の導入に反対します。 4

24
袋代が高くなる上にわざわざ指定の物を買うのは手間です。それならば支給していただきたい。沢山の
税金を納めているのに、これ以上お金がかかる上に手間まで増やすのか。 4

25
どこでも買える袋でゴミを出せるのは利便性に優れている。指定袋にすると費用負担も増え、利便性が
落ちる。今の方式を継続してほしい。 4

26
西宮市の良いところの一つは指定袋がないことだと私は思います。実家が京都ですが羨ましがられま
す。どうかこのままでお願いします。 4

27 今のままで充分でないでしょうか?きちんとその他プラも燃えないゴミも選別して出してます。 4
28 指定袋にしなくても、一人一人が意識したらゴミは減らせます。 4

29
すでにごみを少なく小さく出している。週２回、45L袋２枚分ものごみなどを出せない。他の自治体がし
ているから同じ事をすればいいと真似するしか案がないのか。袋の問題ではない。 4

30
指定袋を導入すれば、そのために余計なゴミ袋を生産することになり、環境に良いとは言えません。今あ
る袋を利用する方が良いと思います。 4

（前述と同様）

■現在、世界では地球温暖化や海洋プラスチック等の環境問題に直面しており、環境負荷の低減
や、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おります。本市におきまし
ても、良好な環境を将来の世代へ引き継ぐためには、分別排出を徹底し、さらなるごみの減量および
再資源化を進める必要があることから、より一層の取り組みが必要と考えています。
■指定袋制度は、全国の中核市の98％、県内自治体の90％で既に導入されており、ごみの減量及
び再資源化に一定の効果が認められていることから、本市におきましても導入に向けて取り組みを進め
ていきたいと考えています。
■指定袋制度を導入するとともに、新たな破砕選別施設の更新に際し、分別区分・収集形態・収集
回数を見直すことにより、ごみの減量、資源化率の向上、最終処分量の削減、将来的なごみ処理経
費の削減が図られます。
■今回、本市が導入を予定している指定袋は、市がデザインや規格等を定めた袋を袋メーカーが製造
し、小売店が自由価格で販売する「単純指定袋」であり、市が直接、袋を製造・販売するわけではあ
りません。
■指定袋の販売価格にはごみ処理手数料は含まれておらず、市販品と同様、袋代のみの価格で販
売されますので、本市の収入は全く発生しません。

【回答分類】  １．素案に記載済の内容です   ２．素案を修正します   ３．今後の参考・検討とします  ４．素案のとおりとします   ５．その他
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（１）制度全般に関すること（目的・必要性など）

No 意見 市の考え方
回答
分類

31
指定袋になり、袋の値段が上がることでゴミの削減意識に繋がるとは全く思わない。今も必要ならレジ
袋は買うしそれを負担だとも思わない。 4

32
今更、透明の袋には抵抗があります。黒のゴミ袋なんで大阪から西宮に引っ越ししてきました。今まで、
黒の袋で良かったのに、世間の流れで指定袋を導入するなら、反対です。 4

33

一番安いゴミ袋を買う為に、徒歩で遠出しています。指定袋を作成される会社は、安定を約束され、
利益も有りますが、主体者の市民に、今より高くなるゴミ袋を強制的に買わすのは、絶対に反対です。
差額１円の為にも遠出しなければならない庶民に更に犠牲を強いるならば、市職員全員（議員も含
め）を最低賃金まで引き下げて下さい。痛みの解らぬ議員も必要無いです。

4

34 不法投棄やルールを守らない人も増えるし、不便さが増したという話しか聞かない。 4

35
家にある袋で捨てられると無駄がなくて良いと思う。レジ袋有料化で減ってはいるものの、買い物をすれ
ば家には袋がたまるので、それを使用できないとなれば結局ゴミが増えることになる。 4

36

指定袋にしても、分別の問題は解決しない。現在色付きの袋内にリサイクル可能なものがあり、袋を指
定することで、リサイクルが進むと市は想定している。しかし、小袋に入れたゴミを外袋に集約して各家
庭から排出されるため、結局中身が見えず、目的は果たせない。袋指定をする予算を市民へのリサイク
ル啓蒙に使う方が有益である。

4

37
家の中にゴミ箱が増えます。個人的にはゴミ箱だらけにならないのが非常に西宮市に住むメリットと考え
ていたので非常に残念でなりません。 4

38

資源節約、リサイクルの時代にごみ袋をわざわざ購入するのは、年金生活者には負担が大きいです 。
指定袋ではなく中が見える袋にして下さい。たかが数百円と思われるのは、年金生活者の生活が解っ
ていない議員さんの発想です。コロナ禍でも生活苦の不安のない議員さんならではの考えと思います。
老人になるとごみの分別も大負担です。

4

39
半透明の袋になることでプライバシーが守られなくなるから反対です。黒い袋でゴミ出しをして、汚い出し
方をしている住民はこの付近では見かけません。 4

40
レジ袋の配布も有料になり、ゴミ出しにもお金がかかる現状です。他の自治体に合わせて指定袋を導
入する経費も無駄と考えます。黒の袋でゴミ出し出来るよう今の制度を維持してほしいです。 4

41 必要以上に、ゴミ袋を買わなければならなくなる。 4
42 どうして指定にするのか?市の利益の為ですか? 4
43 市販のゴミ袋はコストが抑えられているが、指定袋になると負担が増えてしまう懸念がある。 4

44
処分とリサイクル上の理由での区分変更は別として、私は捨て方は現状のままが絶対にいいと思いま
す。 4

45
共同購入、ネットショッピング、買い物などで何となく家にたまってしまうビニール袋や紙袋を使う方が環
境にいいし、経済的でもある。ない時だけ買った袋を使えばいい。 4

（前述と同様）

【回答分類】  １．素案に記載済の内容です   ２．素案を修正します   ３．今後の参考・検討とします  ４．素案のとおりとします   ５．その他
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（１）制度全般に関すること（目的・必要性など）

No 意見 市の考え方
回答
分類

46

素案のまま進めば、令和8年には市全体で年間約5,540万枚もの膨大な数のビニール袋が捨てられ
ていきます。ビニール袋削減と謳いながらこれでは何をしていることやら。中核市で指定袋を採用し始め
たのはもうずいぶん昔です。現在の西宮市のやり方こそが新しいのです。時代遅れの他市のやり方をま
ねないで西宮独自の、他市がまねるようなやり方をするべきです。

4

47 分別しない人は指定袋になっても分別しない。自治会の力などを使って教育するしかないのでは。 3

48

せめて次の世代が気持ちよく住める環境を手渡したいと思います。人としての責任を感じます。プラス
チックが海に流れて海が汚染されて、それで終わりではありません。そこから本当の深刻な地球の汚染が
始まるのです。人間への害もあるでしょう。ビニール袋というプラごみを増やさないという世界全体の動き
をしっかりと見つめ、指定袋は作らないでください。SDGｓの「つくる責任、つかう責任」の意味を市民全
員で考えねば手遅れになります。罪のない孫たちに責任を押し付けてはなりません。「つくる責任」をしっ
かりと感じてください。この改定でどれほどのプラごみ（ビニール袋）を作り出すことになるのかを考えてくだ
さい。「つくる責任」を考え直してください。

4

49 袋を指定する理由がわからない。なぜ指定するのか?必要性が理解できない。神戸の真似? 4

50
素案にあるように、ゴミ減量化やゴミ分別、リサイクル等を進めることに異議はありませんが、それと、ゴミ
袋を指定袋にするのとは問題が違うと思います。 4

51

ゴミ処理費用が含まれない単純指定袋でも、ある程度は金銭的な負担がかかります。中身がどれほど
見えない仕様になるか分かりませんが、プライバシー保護のために抵抗があります。分別の手間も増えそ
うです。行政的にはリサイクル面やゴミ処理のコスト減、環境保護のために⾧所が多いことは分かります
が、市民としては負担が増えると思っています。

4

52 今は様々な袋をリユースしているし、本当に分別に困るゴミがあること、見られたくないゴミもある。 4

53
現在、汎用のゴミ袋を使用出来るのに、わざわざ専用のものしか受け付けないというものは明らかに市
民サービスの低下なので反対します。 4

54
ただただめんどくさい。指定袋が無いことが西宮の魅力の1つ。ゴミを減らすと言っても、出るものだから仕
方がない。もし無理に減らすとなると、消費が落ち込んで経済に響くのでは。 4

55
消費税が上がり、年金は目減り、国民健康保険料の引き上げ、コロナ禍でさらに生活が厳しくなること
が想定されます。 4

56

今はしっかりと分別をしていますが、指定袋になると袋を買わなければならないため、分別せずにごみを
捨てる人が増える可能性がある。現在のごみ袋よりも値段が上がることにより市民の家計への負担が
大きくなる。これにより貧富の格差が大きくなり差別が助⾧される可能性がある。税金を納めている市
民がしんどい思いをしているなか市民に金銭的負担を強いることは決してあってはならない。西宮市は
市民に対して格差と差別を助⾧している。指定袋を導入する前に市議会議員や市⾧の俸給を減らし
てから行わないと市民の半数以上が納得しない。

4

（前述と同様）

【回答分類】  １．素案に記載済の内容です   ２．素案を修正します   ３．今後の参考・検討とします  ４．素案のとおりとします   ５．その他

4



（１）制度全般に関すること（目的・必要性など）

No 意見 市の考え方
回答
分類

57

コロナが蔓延している中、中小企業や喫茶店、レストランなどが倒産したり、店を閉めたりしている。ま
た、失業して生活できない方やアルバイトがなくなって大学に通えなくなっている学生もいる。ひとり親で
パートを雇い止めになった方もいる。私たち年金生活者も年々保障が下がり、消費税や保険や病院な
どの支払いでかつかつの生活をしている。こんな時に、有料指定袋なんてとんでもない。企画する行政
の方は楽しいのかもしれないが、今の状況を考えて頂きたい。

4

58
ゴミ減量が目的とのことだが、指定袋の導入は減量に繋がる要素が非常に少なく、むしろ逆にゴミを増
やす可能性が高いのではないか。 4

59

指定袋を導入済の近隣市を見てきたが、プライバシーの問題からかゴミを新聞紙や不透明なレジ袋、
黒色のゴミ袋等に一旦包んだ上で指定袋に入れて二重袋にして出されている方が多く、逆にゴミを増
やす結果になってしまっていて本末転倒な状態であった。本来なら新聞紙などは資源物として再資源
化が可能な物なのに、燃えるゴミとして処理されてしまう状態はリサイクル推進・ゴミ減量の流れに逆行
する。

4

60

以前は無料だった粗大ゴミや公民館も有料になり、私達はいつからこういう税金の二重取りに慣れさせ
られたのかと思う。憲法に定められた「健康で文化的な生活を営む権利」のために働いて税金を納めて
きたが、その税金はどこへ使われてしまっているのか。西宮に暮らし始めて50年になるが、ゴミ収集も公
民館も無料だった頃の方が豊かだったのでしょうか?今は総理大臣が自助という時代なので、考え方が
自己責任論に押しつぶされているのでしょうか?

4

61

国の政策に問題があれば市民生活を守る立場にも市はあると思う。年金は下げ続け社会保険料高
く、2019年には消費税率が上がり負担増。市民生活は日々金銭的厳しく酷くなってきている。京都
から移住して10年になるが、今までごみ出しにお金を使ったのはその他プラが透明袋になった時だけで、
それ以外は努力してお金は使っていない。西宮市は先進的だと思っていた。ごみ出しにお金を使ってご
み袋をごみとするのはおかしいと思う。更なる市民への金銭負担は反対。単に遅れた市の政策で多くの
市が導入しているからと導入してはいけない。

4

62
単純指定袋も有料指定袋も反対。どちらにしろ「さら」の品物をごみ袋に使ってしまうのでもったいない。
ごみが減るはずはない。現に「さら」の黒いごみ袋で出している家が圧倒的に多いので、西宮にはケチな
人は少なそう。

4

63
ゴミ袋を指定してしまうと、不要なビニール袋をゴミ袋として使用してるのに、その袋が使用出来なくな
り、有効活用出来ずにただのゴミにしかならない。廃棄ビニール袋を減らそうとしている国の政策に逆行
しています。やめてください。

4

64
2022年度からの「指定袋導入」について、どのような観点から導入することがごみの減量につながるの
かの説明を希望します。 1

65 結局ゴミ袋代を収入にしようとされているだけではないですか? 1
66 指定袋を導入すると指定袋の代金で西宮市の収入はどれくらいになるのでしょうか? 1

（前述と同様）

【回答分類】  １．素案に記載済の内容です   ２．素案を修正します   ３．今後の参考・検討とします  ４．素案のとおりとします   ５．その他
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（１）制度全般に関すること（目的・必要性など）

No 意見 市の考え方
回答
分類

67

指定袋導入は近隣の市が導入したからとのことですが、以前夏休みの簡易給食は近隣の市が実施し
ていたのに実施されずにいたので、つじつまが合わないと思います。もしそれでも導入すると言うなら、それ
に伴い改善されたり、増えた税収によってなにが変わるのかを説明しないと納得出来ないです。〇〇の
改善とかぼやっとしたものでなく、この料金を引き下げるなど、100円でも50円でもいいから目に見えるも
のにして欲しいです。実際西宮市は保育園幼稚園の3歳以上無料化で浮いた市民税がどこにいったの
か目に見えていません。明石市のように中学生の給食費無料化とまではいかなくても、子育て支援に
限らなくてもいいので市民に見える政策を打ち出してください。でないと、また以前のような不正に使われ
ているのではと不安に思ってしまいます。

1

68
プラスチック袋を削減するという目的で配布されなくなってる流れで、わざわざ購入してまでゴミ袋を使う
意味が分からない。あるものを再利用して、使用すれば充分足りる。どうしても指定したいのであれば、
それは市の意向なので無料配布すべき。購入してまで使用したくない。

4

69
税金を何十年も多額に収め続けている。その中でやりくりすべき。税金を収めている市民からお金を取
るなんてありえない。 4

70
指定袋を高額にし、税収を確保し、市民の生活に還元するつもりが、市民が苦しむことになっては、元
も子もないと考えます。 4

71
現状で市民は不便ではないが、指定の袋にする事で1世帯の出費が増える。粗大ゴミをゴミ処理場に
持ち込んだ時の種別はほとんど燃えるゴミだった。わざわざ有料の袋にする意味はないし、それをすること
でどこかで利益の出る会社が出てくるのではないか?何かの利権ではないか?

4

72
指定袋導入は時代の流れで仕方ないと思うが、分別が細分化されることにより、何種類もの指定袋を
購入せざるを得なくなり、市販のゴミ袋より割高な指定袋に払う費用が結構掛かるのではないか。たか
が数百円、されど数百円。何でも値上がりしている昨今で、また出費が増えるのか、と思う。

4

73 ある程度のゴミに掛かるコストは住民サービスと思う。 4
74 指定袋代が平均のゴミ袋よりも高額になるのは、家計を圧迫することになる。 4

75

環境負荷を低減していくことは大事です。しかし、今回提案の有料ごみ袋導入とイコールではありませ
ん。現在、燃やすごみと燃やさないゴミ、プラごみなど資源ごみ等が分別されていますが、これが徹底さ
れているのかは大いに疑問です。例えば、プラごみを燃やすごみに混入したり…。は、依然として高い比
率になっているのではないでしょうか。まずは、行政と市民、事業者との努力で、きちんとプラごみを分別
し、さらに燃やさないゴミであれば、色の違うビン、アルミ缶とスチール缶などの分別の推進が不可欠で
す。これら努力を３者が避けて通っていては、本当のごみ減量化にならないと考えます。環境にやさしい
指定袋（有料袋）導入は、何でも袋に入れて出せばよい!という安易な解決方法になってしまいか
ねません。今回の市の考え方については、時間をかけて市民に説明し、市民からも素直な声を聴取し
ながら地球環境のために私たちはどうあるべきかを、ともに考える必要があると思います。指定袋導入に
ついて早々に結論を出すのではなく、市民の声を十分くみ取ることを強く要請します。

4

76
リユース（再使用）の重要性を書いておられますが、真剣に考えておられるとは全然思えません。「さ
ら」の袋をごみ袋に使う指定袋の件だってそうです。「リサイクルには多額の経費やエネルギーが必要」、
要するにムダが多いということです。リユースならムダ無く活かせるのです。再考お願いします。

4

（前述と同様）

【回答分類】  １．素案に記載済の内容です   ２．素案を修正します   ３．今後の参考・検討とします  ４．素案のとおりとします   ５．その他
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（１）制度全般に関すること（目的・必要性など）

No 意見 市の考え方
回答
分類

77

収集コストの問題であれば、市民税の増税の方が直接的で費用負担も少なく済むはずです。市民に
負担をかけてゴミの排出削減を促したいのでしたら回収シールの販売の方があらゆる面で効果的では
無いでしょうか?(それもなんだか市民をバカにした様な考えですが)全国で既に先行した同条例が実施
されているはずですが、あらゆる内容を合理的に考えた上で実施して頂きたいです。

4

78
環境問題は確かに緊急の課題です。日ごろのゴミ出しなど問題は山積しています。しかし、ゴミ袋を有
料化にして市民に経済的負担をかけることで解決できるのでしょうか? 4

79
他市の指定袋を使っている方の話を聞くと他に使い勝手の良いゴミ袋があっても使えないので不便だと
言っています。 4

80 分別の徹底には賛成ですが、だから指定袋導入となるのはよくわかりません。 4
81 袋をわざわざ買わないといけないので、シール制度にしてほしいです。 4

82
指定袋について、資源の再利用を高めるという観点からであれば、資源ごみの導入だけでよくて、燃え
るゴミまで、指定する必要はないのではないかと思う。 4

83
指定袋を導入前に全部透明袋で出すようにするという前段階から、全部指定袋に移行するという考え
はなかったんでしょうか? 4

84

ゴミの減量、分別の徹底と、指定袋導入の関係がはっきりしないと思います。分別は重要ですが、あま
り細分化したり厳格化すると、かえってしなくなるのではないかと思います。指定袋の導入を全否定する
ものではありませんが、目的が違う気がします。ゴミの分別、減量には、違う方法もあるのではないでしょ
うか。

4

85
他市が有料化しているからと言って、真似をするのではなく、市民からアイデアを募集して市民全体でご
みの減量化に取りくむ方法を考え、ごみ減量化をすすめるべきだと思います。ごみ袋有料化だけが選択
肢だとは思えません。

4

86

政令都市60の中でゴミ袋有料化していないのは西宮だけ。結構じゃありませんか?こういう言い方に負
けないでいただきたいのです。「よそ」は「よそ」、「うち」は「うち」です。最後はパブリックコメントというよりは
訴えになってしまいました。が、ゴミ処理有料化論に負けないで西宮は西宮らしい独自のもっといろんな
やり方を考えていただきたいです。

4

87
指定袋導入について読みました。本格的な開始は令和8年となっているのなら、市民の負担になる指
定袋の使用も令和8年からにしてください。 4

88
分別毎のゴミ袋はコスト高になる。曜日による分別や透明袋により中の分別ができているかは判別でき
る。

指定袋の種類については、今回いただいたご意見も踏まえて検討いたします。
2

89
指定ゴミ袋導入は、遅きに失すると思います。文教都市西宮の誇りを環境問題に対してもお願いいた
します。指定袋にするのは令和4年度から同時に開始する方がわかりやすいと思います。環境保全の
観点から考えるとできるだけ早く、同時開始を検討していただきたいです。

分別区分を見直しするためには、処理するための施設整備が必要です。今回の分別区分の見直しは
新破砕選別処理施設の稼働開始時期である令和８年度に実施するため、令和４年度からの同時
開始は困難です。

4

（前述と同様）

【回答分類】  １．素案に記載済の内容です   ２．素案を修正します   ３．今後の参考・検討とします  ４．素案のとおりとします   ５．その他
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（１）制度全般に関すること（目的・必要性など）

No 意見 市の考え方
回答
分類

90

すでに他の自治体で取り組まれており、指定袋にして、ゴミ減量化が進んだ、分別がされるようになっ
た、などの成果はあったのでしょうか?あれば市民に開示して頂きたいです。

全国の政令指定都市や中核市及び近隣市町にアンケート調査を実施いたしました。導入時期や併
せて実施した減量施策の内容等、各自治体によって条件が異なっているため、自治体毎の差異はあ
るものの、平均値は有料指定袋15.3％、単純指定袋13.4％、色指定袋9.4％であり、指定袋制
度を導入することにより、一定の減量効果及び資源化率向上効果が期待できることが改めて確認でき
ました。なお、分析結果の概要については、素案の10ページに掲載していますのでご確認ください。

1

91

本文中のデータに、他市等の先進事例の統計から指定のゴミ袋を導入したことで、減量効果-
13.38％。資源化率向上効果として+4.6ポイントが挙げられているが、西宮市で指定ゴミ袋を導入
した場合、これ同等の効果が得られ、当初の目標が達成できる見込みとなるのか。

全国の政令指定都市や中核市及び近隣市町にアンケート調査を実施した結果、指定袋制度を導
入することにより一定の減量効果及び資源化率向上効果が期待できることが改めて確認できました。
今回の素案でお示ししました調査結果でも明らかであるとおり、導入時期や併せて実施した減量施策
の内容等によって得られる削減効果には変動があります。先行自治体と同様の効果が得られるかどう
かは、実際に実施してみないと何とも言えませんが、他の施策や広報啓発活動も合わせて展開するこ
とにより、目標達成に向けて取り組んでいきたいと考えています。

1

92

８ページに「中核市で指定袋を導入していないのは本市のみです」とあるが、導入する理由として強調
するのは適切ではないと感じる。ではなぜ今まで導入しなかったのか、上記効果に匹敵する他の施策を
検討してきたわけではないのなら、先進事例を見て検討してからというには遅いと感じる。

平成20年度から30年度までの10年間については、生活系ごみについては順調に減量が進み、前計
画（西宮市ごみ減量推進計画・平成20年3月策定）にて定めた減量目標を達成できる見込みで
あったため、指定袋制度の導入に至りませんでした。しかしながら、近年、地球環境を取り巻く様々な
課題が浮き彫りとなり、さらなる減量及び再資源化に取り組むことが求められる等、状況が大きく変化
したこともあり、この度、指定袋制度の導入に至ったものです。

5

93

指定袋に、印刷したりバイオマスで高くなるとのことですが、例えば、ゴミ袋に企業などの広告を入れる事
によって、その差額を埋めるような努力はされないのですか?ホームページとかでも、広告を募集して、
幾らかの収入源になっていると思います。環境問題に熱心な広告を載せる事によって、啓発にも繋がる
のでは?

市がごみ袋を製造し、袋代にごみ処理手数料を上乗せして販売する「有料指定袋」を導入している自
治体では、市の財政負担を軽減するために、袋に広告を掲載して広告収入を得る手法が導入されて
います。しかしながら、今回、本市が導入を予定している指定袋は、市がデザインや規格等を定めた袋
を袋メーカーが製造し、小売店が自由価格で販売する「単純指定袋」であり、市が直接、袋を製造・
販売するわけではありませんので、広告を掲載する予定はありません。

4

94
指定袋の料金について、具体的に何枚入りで幾らになるのか?コンビニで買うのと、スーパーで買うの
と、値段に差が出るのか? 1

95
指定袋になるとどうしても高額になるイメージがある。ごみ袋に指定がなかったのはとても助かっていた。
指定袋導入は致し方無い事は理解しているが、なるべく袋の価格を抑えていただきたい。 1

96 ゴミ袋代、自由価格というのもおかしいと思う。統一されるべき。 4

97
ゴミ袋の有料化について。ゴミ袋を有料にしている所を今まで多く見てきましたが大体において指定のゴ
ミ袋は、高価で何処かが中抜きしてるように思います。 5

今回、本市が導入を予定している指定袋は、市がデザインや規格等を定めた袋を袋メーカーが製造
し、小売店が自由価格で販売する「単純指定袋」であり、市が直接、袋を製造・販売するわけではあ
りません。よって、現在、市販されているごみ袋と同様、各販売店が定める市場価格にて販売されるこ
とになりますので、販売店によって販売価格や１冊あたりの枚数は異なります。

【回答分類】  １．素案に記載済の内容です   ２．素案を修正します   ３．今後の参考・検討とします  ４．素案のとおりとします   ５．その他
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（２）指定袋の仕様等に関すること

No 意見 市の考え方
回答
分類

1
指定ゴミ袋の製造について、「各袋メーカーが製造」とあるが、これは市が製造する事業者を認定して、
その事業者が製造し、小売店が仕入れるということか。

お見込みのとおりです。
1

2
お年寄りの単身世帯だと大きなゴミ袋はゴミ出しが大変なので、本来ならばスーパーの袋が杖をつきな
がらでも収集場所まで持っていきやすいのだから、持ち手の有るゴミ袋を考えてもらえるのであれば賛成
できるかもしれません。

1

3
我が西宮市では全国的にも珍しい買い物袋型ゴミ袋を導入し、市民のメリットも考慮して運用するの
が市民としてありがたいと考えます。 1

4
形状についてはレジ袋の様に持ち手が着いていると縛りやすいのでそちらの方が望ましいです。持ち手が
ないと実際は縛る部分の容量が減少してしまいます。 1

5
仮に単純又は有料指定袋にするのであれば、レジ袋の代わりに買い物にも使える形状、大きさ、強度
の物も用意してもらえるとありがたいです。手持ちのレジ袋が皆破れてしまった後、買い物にも使いたい
ので。

1

6

犬がいるため、大きな指定袋でゴミをプールしていると、トイレシートが臭うリスクが増える。また、食べたら
死に至る食べ物(玉ねぎ、チョコレートなど)を捨てた場合、万が一ゴミ袋を破って食べたら、と思うと気が
気じゃない(もちろん、そうならないように注意はしますが)。いつでもゴミが出せる環境であり、生ゴミ用の
ゴミ箱も別途設けてあるのがよくて住んでいるのに、わざわざ大きな指定袋にゴミをプールしておくのは、デ
メリットしかない。わざわざ指定にする必要はないのでは?以前、指定袋があるところに住んでいたが、わ
ざわざい買いに行ったり、ゴミ袋がたまるまで、家に置いておかないといけなくて、とても不便でした。夏場
は特にニオイと虫の発生リスクが高く、嫌でした。

2

7
指定袋については小さい容量の物を作ってください。4人家族が基準になると、少ない人数の家庭では
ゴミをずっと家の中に溜め続けなければならなくなり不潔です。 2

8
指定袋にしても、サイズをいろいろ作ってほしいです。出すゴミによって、出す量が違うのに、一律だと家
計が苦しくなります。 2

9
導入するなら、袋のサイズをいくつか作って欲しい。よくあるおおきいサイズを使うほど、一人暮らしではゴ
ミをださないので。 2

10
45Lサイズの他、それよりも安価で30Lや、レジ袋型も揃えて貰えれば小さくまとめてゴミが出せて、結
果ゴミの削減につながるのではないかと思います。袋のサイズを複数揃える事も検討して頂きたいです。 2

11

私は一人暮らしで、ゴミの分別や減量を徹底しているため、通常一度に出す燃やすゴミの量は1リットル
程度です。最小サイズのゴミ袋が15リットルでは大き過ぎます。生ゴミなど、15リットルの袋がいっぱいに
なるまで保管できないゴミもあります。ごく少量のゴミは指定袋を使用しなくてもよいなど、ゴミの量が少な
い世帯向けに何らかの対応を考えていただくようお願いします。

2

12
一人暮らしのため、週2回の生ゴミの、一回の量が非常に少ないです。（お茶のペットボトル2本入る程
度の袋）生ゴミは溜められないので、小さな指定袋も作っていただきたいと思います。 2

素案に記載のとおり、一般的な⾧方形の平袋タイプに加え、高齢者や手の不自由な方々等が持ち運
びやすく、袋を縛りやすいレジ袋のような取っ手付きタイプも用意する予定です。

素案に記載のとおり、各世帯から発生するごみの量については、世帯構成や生活習慣等によって異な
ることから、発生するごみ量に見合ったサイズを選択できるようにする必要があると考えています。今回の
素案では、大45ℓ・中30ℓ・小15ℓの3種類を用意するとの案をお示ししていますが、具体的なサイ
ズ展開については、今回いただいたご意見も踏まえて検討いたします。

【回答分類】  １．素案に記載済の内容です   ２．素案を修正します   ３．今後の参考・検討とします  ４．素案のとおりとします   ５．その他
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（２）指定袋の仕様等に関すること

No 意見 市の考え方
回答
分類

13

これまで、家族でごみの分別に協力し、食品用発泡トレイは購入店での回収箱に返却し、また減量に
も精を出した結果、１回の燃えるごみが、コンビニ袋１袋で済む場合が多くなった。目下の指定袋制で
は、生活系の最低サイズが１５リットルと聞く。これだと、厳しく減量を行った後では、かなり大きいサイズ
となる。さりとて、その袋が一杯になるまでゴミ出しを待てば、１週間以上の期間を要する。これを保管
しておくと衛生上問題がある。単身家庭だと、なおさらそうなるものと考える。指定ゴミ袋の最小サイズを
５リットル、せめて７．５リットルにしてほしい。

2

14

現状の方が捨てやすいが、流れ的に規定のごみ袋が導入されることは間違いないでしょう。その場合、
かなり小さいサイズのものを作ってほしいのです。指定袋のある他市在住の娘が、少量のごみを出すのに
袋が大きくてもったいない、かと言って夏に毎回出さずにためるわけにもいかないと不満をもらしているの
で。小さめサイズの袋があればごみをコンパクトにまとめる気も起きそうですし。

2

15

単身の非正規雇用の世帯です。可燃ごみ、不燃ごみ、資源Ａ、資源B、ペットボトル、その他プラをい
つも徹底的に区分してゴミ出しをしています（窓付きの封筒は窓の部分を可燃ごみ、ただの紙の部分
はチラシと一緒に資源Ｂへなど）。そのため、週2回収集の可燃ごみは生ごみとリサイクルできない紙
類、プラスチック程度で、いつも量が少なく、レジ袋のS～Mサイズでゴミ出ししています。素案を拝見す
ると可燃ごみの袋は「もやすごみ　家庭用45リットル」のようですが、可燃ごみを少量しか出さない家庭
には大きすぎて、これで少量の可燃ごみを週2回出すのは袋がもったいないです。45リットル袋だけでな
く、小さい袋も指定ごみ袋として作ってくださるか、少量の場合はレジ袋で出してかまわないというようにし
てくださるとありがたいです。45リットル袋だけになると、私の場合、何週間もごみをためてしかゴミ出しが
できなくなります。西宮市は下宿の大学生も多く居住していると思います。そのような学生にとっても45
リットルの袋は大きすぎではないでしょうか。

2

16

私もこれまで積極的に分別等協力してきました。現在、持ち家での高齢者の二人住まいで、庭にはコ
ンポストも置いています。トレイや紙、プラスチックなどを丹念に分別すると普段のごみはせいぜいがコンビ
ニのお弁当袋ぐらいで済んでしまいます。ただ、年に何度か　自分で自宅の庭の大掃除をしますと葉っ
ぱや枝が多くなり、これまでもゴミ袋に入れたり枝は縛って出していました。さてこの度のパブリックコメント
の資料を拝見しましたが以下2点お尋ねしたいことがあります。ゴミ袋の大きさですが小さいものでも10
リットルとなると我が家の通常のごみ出しでは何回かまとめて出さないといけない大きさです。ごみをため
るのも不衛生になりますが、これまでと違って袋が有料なのでどうしたものかと思います。これ以上小さい
サイズを作るご予定はないのでしょうか??ごみを丹念に分別しエコに暮らしているのにエコでない生活
をすることになってしまいそうです。

2

17
単身世帯のために、小さいサイズの指定袋も、販売してください。現在、その他プラは、30Lの袋、燃や
すゴミは、スーパーの小サイズの袋を使用しており、45Lの袋はめったに使ってないので、ぜひ、お願いい
たします。

2

18

買い物袋が有料になって不便だと言う人が多いのは家族人数が少ないからスーパー等のポリ袋が便利
との考えだと思います。以前から他市の様に市の指定ゴミ袋ができる事を期待していました。ただ他市の
様に45リットルの様な大きな物に固定せずに15～45リットルまでの2～3種類作った方が利用者は使
い易いと思います。その結果ゴミ減量につながるのではと考えてます。

2

（前述と同様）

【回答分類】  １．素案に記載済の内容です   ２．素案を修正します   ３．今後の参考・検討とします  ４．素案のとおりとします   ５．その他
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（２）指定袋の仕様等に関すること

No 意見 市の考え方
回答
分類

19 生活系ごみ袋に、Seriaダイソーで買えるような７０リットル取っ手付きが必須である。 2

20

我が家は3人家族で燃やすゴミについては4日分で45号、3日分で40号のレジ袋を使っています。燃
やすゴミの指定袋サイズが大きい物だけになってしまうと、我が家の様なゴミの量の家庭や単身の方など
少ないゴミを大きな袋で捨てるというナンセンスな状況が発生します。是非、レジ袋サイズ10Ｌ相当の
もの、20Ｌサイズのもの等数種類の大きさを用意してほしいです。

2

21

当方のような少人数家庭では一回のゴミの量は数リットル程度しかなく、他の用途で使った紙袋や小さ
なレジ袋等の再利用で十分間に合う状態で、指定ゴミ袋制になってしまうと、高価でサイズの決まった
大きな指定袋に少量のゴミを入れて捨てる事になり大変不経済ですしゴミも増える結果になります。勿
論、指定袋一杯になるまでゴミを捨てないという方法も考えられますが、夏場などは臭いや害虫の発生
など衛生上の問題が出ますし、ご近所の迷惑にもつながり実際には非常に困難です。

2

22 少人数なのでどのゴミの収集にも指定袋の大きさを作ってもらえると助かります。 2

23
高齢者のお宅や少人数の家庭では、1回の出す量が少ない為45リットルの袋は大きすぎるため30リッ
トルぐらいの袋も作ってほしい。ゴミ袋の面積を少なくすること自体がエコだと思います。 2

24 大・中・小の３サイズはぜひお願いします。家庭状況によって量がちがうのでありがたいです。 2

25

サポートで伺うお宅は独居老人宅が多いです。ゴミ出しなどもありますが、45Lの袋に入るような多量の
ゴミは少ないです。少量の生ごみなどを有料の45L袋を頻繁に使えません。保管して纏めて出すのも夏
場は不衛生だと思います。費用・手間などの面もありますが、10Lとか15Lなども（多種類でなくても）
導入し、例えば45L袋が10枚100円とすれば10L袋は20枚100円としていただければと思います。

2

26

袋のデザインについて、収集日を分けることでごみの種類によってデザインを変える必要は無くなります。
腐って匂う可能性の高い「もやすごみ」は今までどおり週2回はお願いしたいのですが、他のごみは月1
回ずつで充分です。袋のデザインを変えてほしくない理由は、「もやすごみ」と「その他プラ」以外のごみ
が、うちではめったに出ず（電池とコンテナ使用の「びん」くらい）、買った袋が余ってしまうと思われるから
です。再考をお願いします。

2

27 使用するごみ袋は環境に配慮した物にすべきです。 1

28

今は、市民がそれぞれにあるビニール袋で生ゴミを出しているが、決められた袋を使うことにより袋が必要
以上に大きくなる恐れがあり、ポリ袋減少の時勢に反している。今、市民は、それぞれに工夫をして極
力小さな袋の排出で、ポリによる環境汚染を防ごうとしているのに、市が、ポリの汚染を奨励することとな
らないか?

1

29 もやすごみ、その他プラごみは透明袋であれば指定ごみ袋でなくても使用可を希望します。 4
30 分別のために中身の見え易い袋にするだけなら宝塚市と同じ色指定袋で充分。 4

31
回収後、施設にて開梱した後に出る袋は、ごみになるのでしょうか?従来のポリエチレンの袋だと状態に
もよりますが、リサイクルできますが、バイオマスプラスチックだとどうでしょう。それが為にごみが増えた事に
ならなければいいのですが。

1

（前述と同様）

プラスチックの焼却時には、地球温暖化の原因となっている二酸化炭素が発生するため、国が策定し
た「プラスチック資源循環戦略」において、ごみ袋等の焼却せざるを得ないプラスチックには、カーボン
ニュートラルであるバイオマスプラスチックを最大限使用することが掲げられています。もし「色指定袋」を
導入する場合、大半の方が一般的に市販されている100%石油由来のごみ袋を使用することが予想
されることから、地球温暖化防止対策の一環としてバイオマスプラスチックを配合する「単純指定袋」を
導入することにしたものです。

【回答分類】  １．素案に記載済の内容です   ２．素案を修正します   ３．今後の参考・検討とします  ４．素案のとおりとします   ５．その他
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（２）指定袋の仕様等に関すること

No 意見 市の考え方
回答
分類

32
西宮市指定ゴミ袋等、文字が印刷されたゴミ袋を購入する仕組みは止めて下さい。ゴミ袋のコストが高
い。購入してゴミに出す行為は、お金を捨てる事に繋がります。透明な袋、半透明な袋を指定するのは
良いと思います。

4

33
一定数のゴミの分別を行えていない市民もいると思うので、上記のことを考慮し、指定袋の前段階とし
て色指定から実施してはどうでしょうか。 4

34 袋の中が分かれば良いのなら、市販の透明袋に変えれば何ら問題無いと思います。 4

35
指定ゴミ袋にする案ですが、ゴミ袋の値段によっては、コロナの影響で収入が減っている今、量販店で
安く買えるゴミ袋より高くなると家計を圧迫するため、他の市のような特別なゴミ袋でなく、市販の半透
明なゴミ袋を活用していただければ助かります。

4

36
非常に残念です。製造時を含めた環境保護を考えるなら黒無地のゴミ袋以上に無いはずですが、指
定のまして文字印刷までされたゴミ袋では本末転倒だと思います。もし本気で概要に有る理由以外に
他意が無いのであれば、せめて色指定に留めて頂きたく思います。

4

37
ごみを減らそうとしている時にごみ袋を購入するのに抵抗があります。確かに中が見えないのは、不都合
があるかもしれません。せめて現在のリサイクルごみを出すときの様に中の見える袋にして下さい。指定ゴ
ミ袋はたかいです。年金生活者には、経済的負担が大きくゴミ屋敷を生む要因にもなります。

4

38

色指定袋ではなく、単純指定袋すること（めざすこと）とする根拠が乏しい。透明にするすることにより
内容物の確認や異物による怪我の予防になる→色指定袋でも可能。内容量→内容量においても色
とサイズを指定した袋で可能である。ここ迄で、色指定袋で内容量を指定しているのであれば今回の素
案は満たせる結果となり、色指定袋を採択しない理由にならないと考える。

4

39
収集袋が透明であれば指定以外のごみが混入しないとありますが、それならばただ単に透明の袋を使
えばよいと思います。袋を指定すれば一部に印刷等の利権が発生したり、メーカーや販売店の競争原
理が働かなくなり、結局単価が高くなり、市民にしわ寄せがいくのではないでしょうか。

4

40

指定袋に印刷をする必要はないと思います。印刷代を袋に乗せるなどは不合理です。もし、どうしても
指定袋にする必要があるのなら、印刷代やごみ処理手数料を上乗せはしないでください。色指定が限
界です。庁舎を新しくするなどに莫大な税金を使っているのですから、これ以上市民の負担が大きくなら
ないようにしてください。

4

41
プラスチックごみに指定袋が必要になる場合も今までは不要になった透明なプラ袋を利用してプラスチッ
クごみを捨てる事ができていた為、ゴミの減量化ができていたのに、指定袋が必要になると新たに新品の
指定袋に入れる必要が出てきて逆にゴミを増やす事になります。

4

42

その他プラを指定袋にするのは反対です。（2024年予定の指定袋も反対）現在、透明袋で捨てら
れており変える必要はありません。透明ゴミ袋を買っている人もいますが、買わずに包装用透明ポリ袋を
上手に使っている人もいます。指定袋にする事はプラゴミをへらすという趣旨に反し、返ってプラゴミを増
やします。

4

43
過度の分別を強いられることは費用対効果の面でも疑問ですし、高性能な焼却炉で一気に焼いてし
まうほうが結果として環境負荷を抑えられるのではないでしょうか。 4

（前述と同様）

【回答分類】  １．素案に記載済の内容です   ２．素案を修正します   ３．今後の参考・検討とします  ４．素案のとおりとします   ５．その他
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（２）指定袋の仕様等に関すること

No 意見 市の考え方
回答
分類

44
袋を種別ごとに分けるのは分別の紛らわしさを助⾧させる。尼崎のように袋は1種類にして、平袋と取っ
手付きのものを作って欲しいです。

45

今回のパブリックコメントにつきまして一点だけ改善を要望したいことがあります。それは通常ごみだけで
なく資源ごみ・不燃ごみについても単純指定袋制の導入を検討されている点についてです。本来、指
定袋制は基本的な考え方として、可燃ごみの経済的負担を増やし、資源ごみへの排出を促す制度と
認識しています。その資源ごみ・不燃ごみが単純指定袋での排出となると、特段経済的な負担は変わ
らず、どのような仕様を検討されているかは分かりませんが、場合によっては需要の少ない資源ごみ・不
燃ごみの指定袋の方が価格が高くなる可能性も考えられるます。これでは資源ごみでの排出を促すと
いう目的が達成されず、家庭でも可燃、不燃、缶、プラという4種類もの指定袋（リットル数の違いによ
り場合によってはそれ以上）を在庫として持ち、台所の収納スペースがごみ袋だらけということにもなりか
ねません。個人的な話にはなりますが、私の家庭ではビン・缶・ペットボトルはあまり出てこないので、購
入した資源ごみ・不燃ごみの袋が一杯になるまでずっとそのごみを家に置いておかなければなりません。
色指定袋制であれば、大、中、小の袋を購入しておけば、その時の排出状態に合わせて排出できます
が、単純指定袋制では不燃、びん、缶・ペットボトルの3分別の袋がありますので、その3倍の9種類の
袋をストックしなければなりません。可燃ごみの単純指定袋制の導入については世の中の流れとして一
定理解はしていますので、生活者の意見として、資源ごみ・不燃ごみにつきましては、単純指定袋制で
はなく色指定袋制の導入を再度ご検討いただければと思います。

46 ゴミにはプライバシーが特定されるものも多く、個人情報が見えてしまう状態になるのは問題である。 4
47 透明度が高すぎるゴミ袋は個人情報が特定さらることもある気がします。 4

48
透明になることで危険物を見つけることはできるかも知れないが意識が変わる、よりみられることの気持
ち悪さが勝つ。衛生用品を不透明な袋に入れて、透明な指定袋にいれますか?無駄だとしか思えな
い。

4

49
今のまま、ゴミ袋の指定が無い方が良いです。以前住んでいた政令指定都市ではゴミ袋の指定があり
透明ビニール袋に入れていたのですが、ゴミの中身をあさられるという事が良くありました。環境問題に対
して良くないとは思いますが、プライバシーの面から考えて、今のままが良いです。

4

50
透明の袋にすると、あまり隣人に見られたくないプライベートなゴミも見えてしまうので、それは別のビニー
ル袋等に入れた上で指定袋に入れることになり、あまり透明の袋にする意味は無いのではないかと思い
ます。

4

51
個人的な意見ではありますが、ゴミのプライバシーが保護されないのではないかと考えます。何を食べた
か、どれだけの家族構成か、趣味趣向、下着の色や形状まで、袋が透明なだけで、その人や家族の生
活の程度がわかるようになると懸念します。

4

52 指定ゴミ袋はいいのですが、透明になるとプライバシーの問題が気になります。 4

53
２０年程前に、滋賀県で指定袋を使用しました。当時は裕福でしたから買う手間とプライバシーの侵
害(見えるゴミ)が問題でした。 4

2指定袋の種類については、今回いただいたご意見も踏まえて検討いたします。

もやすごみの中には、分別排出をすれば資源化が可能となる古紙類やペットボトル、その他プラ等が多
数混入しており、市全体として見た場合には、適正な分別排出が徹底されているとは言えず、中身の
見えない袋が適正な分別排出の阻害要因の一つであると考えています。現時点において指定袋の色
は未定ですが、もやすごみ用の袋については、プライバシー保護の観点から、若干濁りを入れた半透明
の袋を導入する予定です。

【回答分類】  １．素案に記載済の内容です   ２．素案を修正します   ３．今後の参考・検討とします  ４．素案のとおりとします   ５．その他
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（２）指定袋の仕様等に関すること
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54 もし燃えるごみも透明、若しくは半透明になるとプライバシー問題が心配になります。 4
55 女性の一人暮らしのため、袋を指定するのであれば透けないものにして欲しい。 4

56

プラスチック製レジ袋有料義務化に伴い、今まではレジ袋をゴミ袋に転用したものに入れてから大きなゴ
ミ袋に捨てていた物を、直接ゴミ袋に捨てるようになり、さらに透明な袋となるとします。ゴミの日になる
と、カラスは残飯を狙って食い漁り、人間は見たくもない他人の食べ残しをごみ捨ての日には毎回目撃
しなければならなくなるのでは、と考えます。少なくとも私は、他人の残飯を見たいとは決して思いませ
ん。これを読むあなたは、他人の残飯を見てみたいと思いますか?他人の見たくもない趣味に、興味はあ
りますか?下着の色を公に言えますか?お子様がいる家庭なら、テストの点数を晒す事になりかねません
か?自分の恥ずかしい過去、例えば中学時代にタバコを吸っていた事を、公の場で言えますか?前市⾧
でなければ到底言えないと思いますが、少なくとも私は、透明な指定袋の導入は反対です。

4

57
透明袋でしたら中身が丸見えになり年頃の女性や娘がいる家庭は犯罪に巻き込まれないか心配で
す。また、もしも透明袋になるのでしたら女性限定のゴミは、黒色のゴミ袋に入れて捨てることは了承し
ていただきたいです。

4

58
リサイクル率を上げたいがため、近隣市町村も中身が見える指定袋にしているからと言って、安易に導
入するのはどうかと思う。リサイクルも大事かもしれないが、個人情報の取扱いについて無視をしてもらっ
ては困る。

4

59
「もやすごみ」の指定ごみ袋については、プライバシーに配慮し、中身が見えない不透明のごみ袋にして
ほしい。 4

60
 燃やすゴミの色は中身が見えないもの　カラス対策とプライバシーを守るためにできる限り中身が見えな
い物にしてほしいです。色が濃い方が見えないと思うのですがサンプルのものでも見えないのでしょうか。 4

61

ゴミ袋の指定制を導入することにより、個人情報の流出につながる可能性があります。現在は黒色のご
み袋のため開封しない限り個人情報を含む(郵便物はがきや封筒の宛名)ものは見ることができません
が指定制になることで個人情報が流出し詐欺などに利用される可能性があります。特に高齢者などが
狙われる可能性があります。ゴミ袋を指定制にすることで生ごみや何を食べたかが近隣住民に見られ差
別を受ける可能性もあります。

4

62
指定袋化は特に意見はありません。ただし指定にするなら色は黒が良い、他の色は不可。供給単位は
50枚入りが良い。梱包形態は日本サンパック社のポリ袋45リットルをお願いします。 4

63
カラスによるゴミ散乱などの観点から無色透明ではなくある程度中身もマスクされるデザインが良いと思う
(半透明、カラー半透明など)。 3

64
黒色とまでは行かなくても、凝視しなければ中身が見えない程度の透過性で、価格も45Lが一枚辺り
0～15円程度であれば賛成です。 3

（前述と同様）

指定袋制度の導入及び分別区分の見直しについて、肯定的な貴重なご意見として受け止め、今後
の事業展開にあたっての参考とさせていただきます。

【回答分類】  １．素案に記載済の内容です   ２．素案を修正します   ３．今後の参考・検討とします  ４．素案のとおりとします   ５．その他
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（２）指定袋の仕様等に関すること

No 意見 市の考え方
回答
分類

65

指定袋はデザインがとても大切だと思います。色んな母国語をもった人にわかるように、子どもたちがゴミ
出しや環境問題に関心をもってくれるような、誰にとってもごみ出しが楽しくなるような、美しい西宮の街
並みに合うようなデザインにしてください。多くのデザイナーや市民の知恵や意見を集めてデザインを決め
てください。

3

66

指定袋のデザインは公募となっているが、イラスト募集を小学生に限定して募集する、小学校の社会な
どの授業の中で取り入れて、学校・学年・クラスなどで応募する、袋ごとに違う絵を採用し、数年に一度
行い採用された絵は最低１年間使われる、採用されたら副賞でゴミ袋が配布される、といったことであ
る。

3

67
印刷費用はかかっても高齢者がぱっと見で認識できるフォントカラーで絵やマークを多様し、外国語につ
いてあまりごちゃごちゃ印字して、区別認識低下や混乱を招くことをせず、外国語対応袋を別売するの
もありと思う。

3

68

住み続けられる地球を守るために、環境をこれ以上悪化させることは出来ません。その意味でごみの分
別回収は基本的な事案と思います。その中で、検討するべきことは「生ゴミ」用袋について・袋の料金が
高くないこと・大きさが数種類あること・燃やして有害でない素材のもの・中身の書類、郵便物などプライ
バシー保護すべき物を守る為「柄」などで目かくし状の袋であることを、要求します。

3

69

近隣都市とデザインを違える必要性を感じません。西宮市のごみ袋が他所に比べてべらぼうに高けれ
ば、よく似た他所の袋でごまかそうとする人がでるかもしれませんが、価格が同程度ならその心配は無い
でしょう。指定袋導入で一番大切なのは収集作業員の安全確保だと思っています。その意味でも、余
分なインクを使わないという意味でも地は透明が望ましいと思っています。よく目立つ大きな太字で「西
宮市」とだけ裏表に印刷しておけば充分だと思います。

4

70 紙製の袋で水分がにじみ出てこない袋であれば良いと思います。 4

71
袋を変えるのはいいと思いますがカラスの被害多いので一工夫してカラスのきらいな匂いさせる袋とか考
えてほしい。 4

機能面やコスト面等を考慮しますと、対応は困難です。

（前述と同様）

【回答分類】  １．素案に記載済の内容です   ２．素案を修正します   ３．今後の参考・検討とします  ４．素案のとおりとします   ５．その他
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（３）ごみの分別や排出方法に関すること

No 意見 市の考え方
回答
分類

1

これ以上、ゴミだしルールを細分化するのもやめて欲しい。私でもわかりにくいと思うのに、年配の人はま
すますゴミが捨てにくくなって、出せないゴミで家が汚屋敷化するだけだと思う。必要以上に細分化して
も、結局、焼却炉で一緒に燃やしている自治体の話もよく聞く。エコバッグもそうだが、利用者に負担が
かかるばかりで、単なるきれいごと好きな発案者の自己満足でしかないのでは?

新たな分別収集区分については、現在と同じく７分別を予定しています。なお、指定袋制度の導入に
際し、ごみと資源の分け方・出し方をまとめた啓発冊子である「ハローごみ」の全面改訂を行い、全戸
配布を予定しています。また、各地域にて説明会を実施し、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説明する予定です。

4

2

アルミ缶、スチール缶、ペットボトルは同じ日に回収するとなっていました。それは同じ袋に全てを混ぜ込
んだ状態でも構わないということですか?そうすると分別に時間がかかるのでペットボトルとカン（それか3
種別で集める）で分別するべきであると思います。そうすると袋の購入にお金がかかりリサイクルに対して
関心の低下につながりかねます。よって袋は燃えるゴミの袋よりも低額にし、リサイクルを促す必要がある
と思いました。

アルミ缶、スチール缶、ペットボトルについては、一体的に収集をしても処理施設にて比較的容易に選
別処理を行えることから、同一の袋での一体収集を予定しています。

4

3

ペットボトルをコンテナから指定袋にして分別意識が上がる?ただめんどくさくなるだけ。ペットボトルに関
してはコンテナより作業効率は落ちるし安全性は変わらない。

現在のペットボトルの収集回数は月2回であり、昨年度の年間回収実績は736ｔでしたが、もやすご
みの中に分別されずに排出されている量は1,470ｔであり、適正に分別排出されている量の倍近くの
量のペットボトルが再資源化されずに焼却処分されています。今回の分別区分の見直しに伴い、ペット
ボトルの収集回数を週１回へと倍増することにより、市民の利便性向上を図ることとしました。コンテナ
収集方式には、ごみ袋を使用せずに収集できるメリットがありますが、地域によっては、高齢化や共働き
世帯の増加などにより、収集日当日のコンテナの出し入れが負担であるとの声が寄せられている他、収
集作業が終了後もコンテナが道路や歩道上に⾧時間放置されており通行の支障になっているケースも
多数見受けられることから、袋収集方式へ変更することとしました。

4

4

うちの町は自治会の回収があるので、アルミ缶、古紙・段ボール、牛乳パックは市の回収には出さず、月
2回ある自治会の回収に回すようにしています。市の新しい分別では、ペット、アルミ缶、スチール缶が
同じ区分で、一つの袋にまとめて出せるようです。回収も週1だし、分別しなくていいとなると、逆に自治
会に出す人が減りそうだなと思いました。市としてもできるだけ自治会での回収を勧める方針であるなら
ば、例えば市の回収でも種類ごとに袋は分けなくてはいけないとか（回収後の手間を考えるとその方が
よいとは思います）、自治会での回収推進を案内するとかはいかがでしょうか。

現在本市では、各地域にて実施されている再生資源の集団回収について、回収量に応じた奨励金を
交付しており、その活動を推奨しているところです。集団回収には、「住民の自主的な回収を通じたリサ
イクル意識の高揚」、「良質なリサイクル資源の効率的な回収」、「地域コミュニティの活性化」、「各地
域におけるごみ減量・再資源化・まちの美化活動等の自主財源の確保」等のメリットが挙げられます。
各実施団体においては、今後も引き続き地域住民の理解を深め、集団回収への協力を呼びかけてい
ただきますようお願いいたします。

3

5
一家全員、心身障害者及び痴呆症者のためゴミの分別能力を喪失しており、これ以上の細分化は
不可能です。 4

6
にこやか収集で、収集してもらってますが、今以上に分別が増えたら障害者の一人暮らしだと非常に負
担が大きくなります。ゴミ袋の種別の多さも然りです。今回の改正では、にこやか収集対象者の特段の
配慮をお願いします。障害者世帯は、今まで通り、もやすゴミ、もやさないゴミの2分別がベストです。

4

7
個人的には、精神的に、身体的に、時間に余裕がある、とごみの分別もきちんと行える傾向にある。忙
しいとそこまで手が回らず分別が甘くなるので申し訳なく思う。 4

8

今回の改正後は紙資源等として現在のＡ・Ｂ資源ゴミをいっしょにしています。この件で次のような質
問があります。
① 新聞と他の紙類を混ぜて紐十字縛りで出してよいのか?
② 新聞は販売店が配ってくれるプラ袋に入れてだしてよいのか?
③ 雨のとき紙類が濡れないようプラ袋に入れて出しているが、今後プラ袋に指定制がされるのか?

資源A・Bについては、同一日の収集を予定していますが、今までと同様、ビニール袋には入れずに品目
ごとにそれぞれ紐で十字に縛ってお出しいただきますようお願いします。

5

個々のご事情はおありかと思いますが、ごみの適正処理及び再資源化の観点から、分別排出の徹底
にご協力いただきますようお願いいたします。

【回答分類】  １．素案に記載済の内容です   ２．素案を修正します   ３．今後の参考・検討とします  ４．素案のとおりとします   ５．その他
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（３）ごみの分別や排出方法に関すること

No 意見 市の考え方
回答
分類

9

以前、市議会だよりで「その他プラ」は現在、高額な費用を払って業者に引き取ってもらっているというこ
とを読みました。「その他プラ」は燃料として使えるはずです（サーマルリサイクル）。燃料が多すぎれば
炉を傷めるかもしれませんが、「もやすごみ」との割合を調整することで、ごみ用燃料として市が利用でき
ると思います。それでも余った分があれば業者に引き取ってもらえばいいでしょう。

4

10
処理場でのゴミ発電について、発電効率は、CO2排出量などは、石炭発電に比べどうなのでしょうか。
プラスチックリサイクルを手間を掛けて行うより、サーマルリサイクルとして効率よく発電したほうが良いので
は思いますが、どうなのでしょうか。

4

11
朝刊でこちらの記事読みました。汚れてるプラは燃えるゴミですよね?違っていました?プラ容器で中が
洗えないもの（ぱっと見たら、プラなのに燃えるゴミに入ってると思われますよね）沢山ありますが、それも
プラに入れることになるのでしょうか?

5

12
西宮市の焼却炉は高温で焼却できるため、プラスチックの分別はそれほど厳密に行わなくてもいいとかつ
て市の職員の人から説明を受けたことがあります。 4

13

市民の為に色々と有り難うございます。新聞で西宮市も燃やすゴミが指定のゴミ袋になると読みました。
プラゴミ分別に関して書かれていましたが、汚れが酷い物は燃やすゴミになっており、容器を洗わない人
は燃やすゴミに出していると思われます。私が利用しているゴミステーションは私以外はプラゴミの日には
出していない現状です。

5

14 プラゴミを指定袋にするとプラゴミを出さない人が増えるように思います。 4

15

プラゴミでも固いのから柔らかいもの、きれいなのから汚れたものまである。中途半端な基準なので、どれ
がプラゴミですてるのか分からず、ほとんどを燃やすごみで捨ててる。汚れたプラを洗剤とか水で洗うのは、
逆に水資源の無駄なので、燃えるゴミとすべき。結局、燃えるゴミですべてをしてると思う。それが理由で
回収しないなら、市内、ゴミだらけ、もしくは不法投棄だらけになる。

4

16
今の分別区分もプラゴミなどは無くしてしまって，リサイクルせず焼却すべきと思うが，これはリサイクル業
者という特定の業者がいて，すぐの解消は難しいだろうから当面はやむを得ないと思われる。 4

17
食品の包装に付いている紙シールはリサイクルの邪魔にならないか。紙シールや、テープが付いたのは燃
やすゴミの方がよいのか。また。容器の汚れはどの程度までゆるされのか。包装プラスチックは、汚れや付
着物があるので、リサイクルされないと言って、すべて燃やすゴミに入れる人がいます。

5

18
缶ひとつから、ごみ屋敷が始まることをふまえると週一回収では、西宮市でごみ屋敷問題が増えるにす
ぎない。

見直し後の缶類の収集回数は、現状と同じく週1回を予定しています。収集回数を増やしますと収集
に要するコストの増大に繋がってしまいます。 4

19

細かすぎる分類はゴミ箱が沢山必要になり出来かねる事もあるのが現状です。 もやすごみの中には、資源化が可能な古紙類やその他プラ、ペットボトル等が多数混入しています。収
集回数や分別区分を変更し、市民の利便性を向上することにより分別排出の徹底を図りたいと考え
ています。今回お示ししました見直し案では、現在と同じく7分別にしており、市民の皆様の負担が増え
ないようにしたいと考えています。

4

国の廃棄物処理に関する施策は、廃棄物処理法基本方針で『排出抑制、不法投棄・不適正処理
の防止その他の環境への負荷の低減に配慮しつつ再利用、再生利用、熱回収の順に循環的利用を
行い、残るものは適正処分することを基本とする。』と定められており、本市の廃棄物処理施策におい
ても、上記の基本方針に則って各種施策の実施内容を決定しています。
現時点では、その他プラの処理はサーマルリサイクルよりも優先順位の高い再生利用を行っており、一
定の費用と手間がかかりますが資源の有効利用やCO2の削減等の観点から引き続きその他プラの分
別を継続すべきと考えております。

プラスチックの原料である石油は有限の資源であること、プラスチックの焼却時には地球温暖化の原因
となっている二酸化炭素が発生することから、容器包装リサイクル法に基づき「プラマーク」がついている
容器包装プラスチックは分別収集を行い、再資源化を行っています。本来、「プラマーク」がついている
容器包装プラスチックは全て「その他プラ」の対象ですが、汚れがひどいものについては、再資源化処理
工程において、品質劣化に繋がる可能性があります。すすいでも汚れが落ちない「その他プラ」について
は、「もやすごみ」でお出しいただいても構いませんが、そうでないものについては積極的な分別排出にご
協力をお願いします。

【回答分類】  １．素案に記載済の内容です   ２．素案を修正します   ３．今後の参考・検討とします  ４．素案のとおりとします   ５．その他
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（３）ごみの分別や排出方法に関すること

No 意見 市の考え方
回答
分類

20

吹田市のやっている方法を経験しましたので紹介します。西宮では、燃やすゴミ（生ゴミ入り・紙くず・そ
の他）、燃やさないゴミ（カン・ビン・せともの等いわゆる荒ゴミ）、資源ゴミ（ペットボトル・新聞・ダン
ボール・紙・古着・その他プラ）、粗大ゴミ（大型家具等300円のシールを貼って出す。娘が吹田に嫁
いで、しばらくして私に言うことは、「荒ゴミって言うて恥かいた」なぜかと聞くと、カン（金属類）・ビン（ガ
ラス）・せともの・電池等を分けて入れるカゴ（スーパーの買物カゴの少し小型の物）が各家庭に配ら
れていて、家から出す段階ですでに分別している。私も以前から①荒ゴミとして一緒に出すとガラスが割
れて危ない。②荒ゴミとして出した物を人がコンベアーで流れてくるのを分けておられる。ガラスが危ない
ので手袋の厚いのをしておられる。という写真を見て、疑問を感じていました。これなら吹田市の方法の
方がいいのでは?と思いました。（経費と設備費・人件費と考えても）

4

21
コンテナ収集により、週1回の燃やさないゴミと月2回のペットボトルを捨てるのに、22万世帯分で年間
約1,680万枚のビニール袋が使われずに済むし、処理施設では袋から中身をいちいち出さなくて済む。 4

22
今でも住民がきちんとルールを守って分別に協力しています。コンテナが当番の負担になっているとは思
いません。 4

23
現状では燃えないゴミのコンテナは全てのものを1つのコンテナに入れる形式となっていますが、例えばビ
ン、缶、廃棄用のものにコンテナを少し細分化することで資源の再利用率は大幅に改善されるものだと
考えます。

4

24

分別区分が変わるかもと聞きました。もし、より細かくなってしまうと、坂道が多い地域では、ご高齢の方
のゴミ出しがより負担になってしまい、ゴミ当番の負担も大きくなり(道路にネットのみのゴミ置き場が多
く、散らかったものを掃除したり、コンテナを片付けたりしないといけない)、不法投棄が増えないか心配で
す。

4

25

ペットボトルやアルミ缶を指定袋にするのはやめていただきたい。家庭の人数にもよりますが、アルコールを
あまり飲まない人など、袋にいっぱいになるほどの数が一週間にでません。たった数缶や数本のペットボト
ルの為に有料袋を使用しないといけなくなると、1か月や2か月捨てずに保持しないといけなくなる人もい
ます。不燃ごみも指定袋にする必要はないと思います。中身がみえる袋で十分かと、、指定ゴミにされる
と不燃ごみもつまり有料で捨てないといけないという事を意味します。

4

26
缶、ペットボトル、瓶、その他不燃ごみはコンテナで出すことにより可視化出来ているので、ごみを出す為
だけの袋使用はプラスチック削減策に逆行していると思うので不要だと思います。よろしくお願いいたしま
す。

4

27

瓶、缶とペットボトルの区分は別として、あとは変更反対です。変更後、家にあるビニール袋や紙袋はす
べて捨てられゴミになります。リサイクルよりリユースの時代に、いかにも「西宮市はごみ問題に取り組んで
ますよ!」のためとしか思えない市指定のごみ袋を買わなければならないなんて。これまでほとんどごみ袋
を買っていないのに。この変更でどれだけのビニール袋が浪費されることになるのか、簡単な計算でわかる
はずです。なぜ水色のカートンを使わないのか。他市に住む人は皆カートンのことをすごいアイデアだと褒
めるのにそれを廃止するなんて!他市に広めてほしいくらいなのに。

4

ごみの分別区分や収集形態は、各自治体によって様々です。市民からの排出段階で分別区分を細
分化した場合には、処理施設での選別の手間やコストの削減に繋がりますが、収集に要するコストの
増加に繋がります。今回の素案にてお示しした新分別区分及び収集形態については、使用していただ
く指定袋の種類、コンテナの管理等の負担、収集及び処理にかかるコスト等、様々な要素を踏まえた
検討を重ね、総合的に判断したものです。

【回答分類】  １．素案に記載済の内容です   ２．素案を修正します   ３．今後の参考・検討とします  ４．素案のとおりとします   ５．その他
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（３）ごみの分別や排出方法に関すること

No 意見 市の考え方
回答
分類

28
瓶は、最近は少なくなっていますので、ペットボトル、缶と一緒に指定袋に入れて出すのはどうでしょう
か。分別の際にご面倒でしょうか。 4

29
現行、「もやさないごみ」の収集形態はコンテナを使用していますが、高齢化対応と市民の負担軽減に
より、極力コンテナの使用回数を減らす考えについては、理解いたします。従って、ガラスびんのみにコン
テナを使用するよりも「その他不燃ごみ」に使用した方がメリットは大きいと考えます。

4

30

現行「もやさないごみ」の内、ガラスびんの廃棄量は他の廃棄物に比べて、量的には少ないと考えます。
（日常的に廃棄物を観察）よって、ガラスびんのみの分別収集であることから、収集形態を「コンテナ」
から「袋」に変更した方が良いと考えます。「その他不燃ごみ」はごみの種類が多く、また、形態がそれぞ
れ異なることから、今まで通り、コンテナに直接入れた方がメリットは大きいと考えます。「袋」を使用し
て、「袋」が破損した時は、ごみステーションの道路上等に散乱することが考えられます。「コンテナ」に変
更することにより、ごみ出し時の整理・整頓が安易である。

4

31
その他不燃ゴミは指定袋に入れる計画ですが、割れたガラス・陶磁器やとがった金属品などで袋を破り
やすいので、ケガの危険がある。また、⾧い傘は袋に入りにくい。これらは現在のようにコンテナ回収の方
がよくないか?（透明性に問題ない）

4

32
ペットボトルの出し方は今のままコンテナでよい。夏場はペットボトルが多くてコンテナにあふれそうになるの
で、私は「足で踏んでひしゃげて出しましょう」と呼び掛けた板を公園のフェンスに貼り付けています。ほと
んどの方が協力してくれているのでＯＫです。多い人は透明袋に自宅の分を入れて出す人もいます。

4

33
分別の種類が増えるということですが、ややこしくならない様に収集回数を減らせばコンテナを活用できま
す。 4

34

コンテナの出し入れが高齢者の負担になっている点（P11）については、出しっぱなしという選択枠が
あります。10年程前に浜甲子園団地に部屋を借りていた時はコンテナはごみステーションにずっと出たま
までした。当然ごみ当番もありませんでしたが、何の問題もありませんでした。強いて言うなら、野ざらし
でコンテナの寿命が縮むことぐらいです。その他にも市が玄関までごみを取りに来てくれるサービスがありま
すよね?高齢でごみが出し困難な人は、それで地域の当番から外してもらうことができるはずです。その
サービスを一時的なごみ出し困難者（病み上がりの一人暮らし等）まで拡大してもいいと思います。
サービスを知らずに苦労している人が出ないよう、皆に知ってもらう必要があります。

4

35

コンテナの使用回数（現在週2回）を減らす（1回に）目的なら、びんをコンテナに入れる計画をや
め、びんは缶・ペットボトルといっしょの袋に入れることにしてはどうか?（神戸市の例あり）

現在、本市では、缶類・ビン類・陶磁器・ガラス製品等は「もやさないごみ」として一体的に収集し、破
砕選別処理施設にて資源化処理を行っています。しかしながら、現状の分別収集区分では、びん類
等の不燃ごみの効率的な再資源化が行えていないことから、新破砕選別処理施設の建設に合わせる
形で、分別収集区分の見直しを行うことにしました。分別区分や収集形態の見直し過程において、
缶・びん・ペットボトルの3種混合収集についても検討しましたが、びんとペットボトルを一緒に収集した
場合、処理工程で粉々になったびんによってペットボトルの品質が著しく低下することから、びんは単独
収集にすることとしました。なお、神戸市についても、令和4年度よりびんの単独収集を行う予定である
ことが市ホームページ上で公表されています。

4

（前述と同様）

【回答分類】  １．素案に記載済の内容です   ２．素案を修正します   ３．今後の参考・検討とします  ４．素案のとおりとします   ５．その他
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（３）ごみの分別や排出方法に関すること

No 意見 市の考え方
回答
分類

36
せっかく分別しても、月1,2回しか回収が無いと家の中が資源ゴミで溢れてしまって困っていたので、紙
等の資源ゴミやペットボトルが週一回の回収になるのは、ゴミを分別しようという気持ちを後押ししてくれ
て嬉しいです。パブリックコメントがLINEで送れるのも手軽でいいと思いました。

1

37

いつもごみの処理をありがとうございます。西宮市はごみについて、寛大な対応をしてくださっていて、助
かっています。ですが、私の団地では、それでもルールを守れず、収集日以外にごみを出す人がたびたび
あります。ルールが複雑になると、ますますきちんと出せない人が増えそうで心配です。しかもその処理
は、出す本人は分かっていないわけですから、掃除業者の人などの負担になります。ですので、新しいご
み出しのルールは、できるだけシンプルでわかりやすくしていただけると助かります。どうぞよろしくお願いしま
す。

1

38
結婚で西宮市に引越してきたが、1番不便に感じたのはペットボトルが2週間に1度しか回収されない
事でした。それが改善されるのは嬉しい。 1

39

ガラスびんの単独収集の実施について、意見を申し上げます。容器包装リサイクル法に基づく各市町
村のガラスびん分別基準適合物引渡量の実績が、毎年公表されておりますが、西宮市民により排出
されたガラスびんの引渡実績は、最新の平成30年度、1人当たりの分別基準適合物引渡量で、
1.98㎏/年でした。この数字は、全国の全自治体平均が5.32㎏/年ですので、この数字が大きく改善
される事が期待できます。このガラスびんの単独収集が始まる機会が、市民の皆様にとって、ガラスびん
の容器の魅力を再認識して頂ける機会になればと思っております。ガラスびんは、割れる、重たいという
イメージがあるものの、「びんtoびん」として、100％リサイクルできる環境にやさしい容器である事は、ま
だまだ知られておりません。ガラスびんは、他素材（紙パック容器、ペットボトル容器 など）と比較して
も、気密性、デザイン性に優れている容器でもあります。この機会に、是非、西宮市民の皆様には、ガ
ラスびんにふれるシーンをもっと増やして頂くことを期待して、この度のパブリックコメントとさせて頂きまし
た。

1

40

ビンおよびカンを項目としたことは、燃やせないゴミの一つとするよりわかりやすくてよい。大分類で「ゴミ」
「資源」と分け、現状の「資源Ａ」「資源Ｂ」の表記を変更したことがよい。これまで何が資源ＡかＢか
が覚えにくく、何がリサイクルされているのかが分かりにくかった。ペットボトルの収集が週に１回となったこと
を評価したい。ほかのゴミと比べかさばるので、収集頻度が上がることはよい。

1

41
紙ゴミやその他プラなどはどの程度の減少を目指すのか。焼却時にはエネルギーになるが、減少させるこ
とで逆に投入すべきエネルギー量が増え、CO2排出量が増える。 1

42

西宮市のゴミ総排出量は微量ではありますが年々減少しています。また、近年は紙媒体から電子媒
体へと切り替えも進んでいること、レジ袋有料化やマイクロプラスチック問題による再利用可能なものへ
の代替等への取り組みによってゴミの総排出量や再利用化は一定以上は期待できるものと考えていま
す。

1

紙ごみやその他プラに関しては、現在、もやすごみとして不適正に排出されているものを、分別排出を
徹底することにより再資源化量を増やしたいと考えています。なお、もやすごみの総量が減少したとして
も、追加で燃料を投入することはなく、焼却炉の稼働時間が短くなることによってCO2排出量の削減に
繋がります。

指定袋制度の導入及び分別区分の見直しに対する肯定的な意見として受け止め、今後の取り組み
を進める上での参考とさせていただきます。

【回答分類】  １．素案に記載済の内容です   ２．素案を修正します   ３．今後の参考・検討とします  ４．素案のとおりとします   ５．その他
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（４）負担軽減措置に関すること

No 意見 市の考え方
回答
分類

1 どうしても袋を指定したいなら世帯人数に応じて配り、不足する世帯は購入させればよいのでは。 4

2

西宮市は他市に比べて税金が高いので、指定ごみ袋を世帯人数により理想とする配布枚数を決めて
無料で配布し、それ以上のごみを出す家庭には、追加で購入してもらうという方法のほうが、みんなが
努力してごみを減らそうとするし、分別をするようになると思います。有料化するにしても非課税世帯や
シングルマザー・ファーザーなどには、無料で配布していただきますようお願いいたします。他市が有料化
しているからと言って、真似をするのではなく、市民からアイデアを募集して市民全体でごみの減量化に
取りくむ方法を考え、ごみ減量化をすすめるべきだと思います。ごみ袋有料化だけが選択肢だとは思え
ません。

4

3

ゴミ問題は人間が生活している上で避けて通れない事だと考えています。また、日本全体、地球全体
で考える問題だとも思います。ゴミ袋の有料化をするとしても、全て有料化は反対です。有料指定袋
制にするとして、一家庭の人数により上限を決めて無料配布します。そして、配布された数量以上に必
要になればその時点で必要分は有料で購入する事とします。この方法の利点は、無料の袋を枚数制
限を決めて配布すれば、その範囲でゴミを出そうと努力します。この制限により、ゴミの量が多少は抑え
られると考えます。また、無料配布分がある事で、貧困家庭などの負担軽減にもなると思います。

4

4
これまでスーパーの袋をゴミ袋としていた場合、その袋代は実質無料であったのが、いきなり有料になる
のは解せない。各家庭に、一定量を限度として、指定袋の無料購入券を配布するのが良いと考える。 4

5 毎月１０枚(週２回と計算して)のゴミ指定袋を各家庭、市政ニュースのように配布して下さい。 4

6
指定ゴミ袋になるのであれば、ごみ袋代金は原価販売として容易には引き上げない、各家庭に一定枚
数の配布それ以上は購入する、公園や公共施設などには提供する。 4

7
導入されることになれば、各家庭や事業所に一定量無料配布し不足分についてはそれぞれが購入す
るという方法にしてほしい。 4

8
ゴミ袋有料化についての大筋については理解できます。ただ問題は市民の負担が大きくなることが心配
です。特に収入の少ない人たちへの配慮は必要と考えます。一定の袋を配布し越えた部分は買い足し
てもらうなど方法を考えて下さい。市民全体に拡げても良いと思います。

4

9
ゴミ袋代が今までより高くなるということが起こった場合には、低所得者への補助を行ってほしいです。紙
オムツなどを大量に消費する要介護者などの家計負担を減らすような、付帯的な取り組みを盛り込ん
でほしいと思っています。

4

今回、本市が導入を予定している指定袋は、市がデザインや規格等を定めた袋を袋メーカーが製造
し、小売店が自由価格で販売する「単純指定袋」であり、市がごみ袋を製造し、袋代にごみ処理手数
料を上乗せして販売する「有料指定袋」ではありません。
「有料指定袋」を導入している自治体では、ごみを減らすインセンティブを働かせるために一定数量の袋
を無料で配布しているところもありますが、本市が導入を予定している指定袋は袋代のみの価格で販
売されますので、一般的な市販のごみ袋と同様、ご自身での購入をお願いします。
なお、指定袋の素材については、プラスチックの焼却時には地球温暖化の原因となっている二酸化炭
素が発生することから、地球温暖化防止対策の一環としてカーボンニュートラルであるバイオマスプラス
チックを配合する予定であり、一般的な市販のごみ袋と比較しますと若干高くなることも考えられます。

【回答分類】  １．素案に記載済の内容です   ２．素案を修正します   ３．今後の参考・検討とします  ４．素案のとおりとします   ５．その他
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（４）負担軽減措置に関すること

No 意見 市の考え方
回答
分類

10
公道に落ちるゴミを自主的に拾う活動をしている人の中にはスーパーのレジ袋を活用している方もいらっ
しゃいます。善意で行動してくださっている方々のご負担とならないよう、もし指定袋になる際には配慮を
お願いします。

4

11
有料化するとそれだけ不法投棄が増え、今甲子園の後などボランティアで動いている人たちにとっても負
担にしかなりません。今後見込まれる減量分と不法投棄による回収にかかる人件費や、管理費交えて
本当に有用な手段かどうかを考えて頂きたく思います。

4

12

街路樹の落ち葉の掃除を市民が行っていますが市役所は袋代も出さないくせに指定制が導入すると、
このようにボランティアで行っている市民が負担を強いられるのは、非常に残念である。街路樹の掃除を
道路補修課がしていると市役所職員が言っていましたが、実際しているのは、一部の地域に過ぎない。 4

13

当方は近隣の道路などの清掃もボランティアでやっているのですが、有料化されたゴミ袋に入れてまで他
人のゴミを回収したいとは思いません。指定ゴミ袋は通常の(指定外の)ゴミ袋より高価になり、前述の
通り再利用袋も利用できず、実質的なゴミ有料化とも考えられる為、ゴミ不法投棄増加の懸念もあり
ます。

4

14

市が公開したQ&Aでは他市において指定袋制度の導入で不法投棄が増えたとの事例は聞かれない
との説明がありましたが具体的な統計データが確認できませんでしたし、現在でも道路上にゴミや草木
の落ち葉などが落ちている事は多くあり、ボランティア活動で清掃した際に出たゴミを捨てるコストが増加
すると、清掃頻度の低下や清掃・回収せずに放置する事も考えられ、景観や環境の悪化につながりか
ねないのではないでしょうか。

4

15

年一回か二回草取り・落ち葉などの清掃にも行きます。45L袋に落ち葉などですが10袋以上（押し
込み容積は半分ほど）出ます。人材センターは全て持ち帰るようです。集積場に翌朝出しに再度伺い
ます。近隣の人には声掛けもしますが時には多すぎて収集してくれるなと言われたことも有ります。収集
車を持てないので再々度収集済みか確認に伺う状態です。この様な状態でも必ず収集してくれるの
か、（今まで未収集はありませんでしたが・・・）大丈夫なのか知りたいです。（介護認定者）

4

16

道路の街路樹の落葉、公園清掃の落葉やごみも指定袋導入の上出すのでしょうか。町内の美化に
努め自主的に清掃活動をしているごみ、公園清掃を受託の落葉やごみについては、これまでの袋を利
用し、別途収集してもらえるのか知りたいところです。袋を購入するのであれば、自主活動の低下につな
がります。

現在、公園緑地課より公園清掃等管理業務の委託を受けている自治会等の地域団体にはごみ袋
が配布されており、公園緑地課が委託している民間の収集運搬業者が回収業務を行っています。指
定袋制度の導入後においても、配布されたごみ袋をご利用ください。 4

現在、年に2回、全市で実施しています「わがまちクリーン大作戦」で使用していただくごみ袋について
は、市が用意したごみ袋を無料で配布していますが、自治会等の各地域団体が日常的に各地域で
実施されています地域ボランティア清掃の際に使用するごみ袋については、各団体でご用意をお願いし
ています。
プラスチックの焼却時には、地球温暖化の原因となっている二酸化炭素が発生するため、今回本市が
導入する指定袋には地球温暖化防止対策の一環としてカーボンニュートラルであるバイオマスプラスチッ
クの配合を予定しています。指定袋の価格にはごみ処理手数料は含まれませんが、バイオマスプラス
チックを配合することにより、市販のごみ袋やレジ袋と比較しますと販売価格は若干高くなることも考えら
れます。

【回答分類】  １．素案に記載済の内容です   ２．素案を修正します   ３．今後の参考・検討とします  ４．素案のとおりとします   ５．その他
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（５）不適正排出・不法投棄に関すること

No 意見 市の考え方
回答
分類

1
指定袋制度を導入した近隣の市に住む知人達には、西宮市が羨ましがられていました。不法投棄も
増えると思います。 3

2
他の自治体をみても指定袋を使わずに不法投棄をする例もあり、余計な負担を市民に強いることにな
ります。 3

3 捨てるゴミにお金をかけることで、むしろ不法投棄が多くなるのではと危惧します。 3

4
かえって不法投棄が増える可能性がある。高齢者には本当にゴミが捨てにくくなる。一部のマナーの悪
い人のために全体のシステムを変える必要があるのか、と思う。 3

5
袋が高いのでごみを出さないようになるという事が言いたいのでしょうが、不法投棄等が増えて美化を損
なった事例を聞いたことがあるのですが、そこの議論はされていますか。 3

6

公園に行くとゴミが散乱しており、拾う人もいるが、捨てる人が圧倒的に多く、市内の河川にはいつも
ペットボトルのゴミも多数浮いている。１人捨てれば自分も捨ててもよい、一度だけなら、と捨てる人は
増える。自分の時間を投資して他人のゴミを拾う者はなかなか増えない。「ゴミをポイ捨てしないような
教育」一家庭での教育の次に行政から働きかけるならば、教育の場に取り入れてはどうか。

3

7

私は大型マンションで、自治体・環境衛生委員も行い、毎朝、不燃物コンテナを開け内容をチェックし
て、不正規なものを取り出し選別している。現状では、「指定袋」制度に移行しても十分なゴミ減量効
果を発揮しないと思われる。いずれにしてもすべての市民へゴミ分別を徹底し、分別の意識付け、意義
をどう感じてもらうかにかかっている。集合住宅住民への徹底を管理会社や管理組合任せにしてもゴミ
の分別は進まない。

3

8
指定袋だけが回収されて指定袋以外は回収されなければいつ、誰が、どの様に回収するのですか?美
観が損なわれる事になりませんか? 3

9
指定外の袋で出した人のごみはそのままで持っていってもらえなかったらまた烏の餌になってしまい片付け
るのが大変かと。購入金額にもよりますが今のままでも良いのではと思います。 3

10
現在、ルールを守らない地区外の人がいつも通りすがりに勝手にゴミステーションに投げ捨てていき、それ
がカラスに荒らされて困っている。朝の老松町のバス停利用者だと思うが、身元も特定できずに掃除の
負担ばかりかかる。

3

11
指示された曜日に指定の場所に出すことすら出来ない人多いと感じます。道の植え込み、薬局やスー
パーの周囲、リサイクルBOXに、スプレー缶・チラシ・ペットボトル・空き瓶・空き缶...枚挙に遑がないで
す。どんな方の行動か分かりませんがそちらの指導も大変かと思いますが合わせてお願いしたいです。

3

12

マンションでも新たに入居する人々、特に建築後45年経過の中古マンションには勝手な解釈があるの
か、指定ゴミの収集日も無関係にゴミ集積所に捨てる傾向があります。新たな入居者の姿を認識して
も、個人情報保護の元に新たな住民の名簿も配布されず、誰がいつ入居した人なのか全く不明と云う
事態が起こっています。指定袋の導入を義務づけるのも結構ですが、こうした場合に不祥事が起こり得
るのはいずれの地域でも経験済みの様子です。

3

不法投棄への対応は、本市としても重要な課題であると認識しています。指定袋制度の導入後は、
巡回パトロールの強化や、各種広報啓発活動を実施することにより、不法投棄の発生抑制に取り組
む予定です。

マナー違反ごみへの対応は、本市としても重要な課題であると認識しており、指定袋制度導入後は、
職員がごみステーションを巡回し、分別指導と併せて制度の周知を行うとともに、マナー違反ごみについ
ては、これまでどおり警告シールを貼ってごみステーションに残して注意喚起を行い、排出者が特定でき
た場合は直接指導を行う予定です。

【回答分類】  １．素案に記載済の内容です   ２．素案を修正します   ３．今後の参考・検討とします  ４．素案のとおりとします   ５．その他
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（５）不適正排出・不法投棄に関すること

No 意見 市の考え方
回答
分類

13
指定袋制度の目的に「ゴミステーション利用者の明確化」とあるが、指定袋を導入することでこの目標
が達成されるとは考えがたい。事業者が生活系のゴミ袋を利用して排出してしまえば取り締まるのは難
しいのでは。

（前述と同様） 3

14

指定袋には、賛成だけども独身アパートなどゴミの出し方が酷い場所もある。管理会社等に徹底させて
欲しい。

ごみステーションの管理は、利用者や管理者等に適切な維持管理をお願いしていますが、収集曜日
以外でのごみ出しなど、排出ルールが守られていない場合には、カラスなどによるごみ荒らしや不法投棄
の発生等の要因になることから、当該ステーションの利用者や管理者等に注意・指導を行っています。
指定袋制度の導入だけではなく、さらなる啓発や不適正排出者に対する注意・指導についても合わせ
て取り組んでいく予定です。

3

【回答分類】  １．素案に記載済の内容です   ２．素案を修正します   ３．今後の参考・検討とします  ４．素案のとおりとします   ５．その他
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（６）広報啓発に関すること

No 意見 市の考え方
回答
分類

1
啓発活動は、指定袋制度のことだけでなく、ゴミ問題全般に、あらゆる組織を通じて、考える機会にす
べきと思います。教育委員会、LEAF,環境衛生協議会、エココミュニティ会議、老人会　・・・など役割
を担うべきと思います。

3

2
今後の啓発活動のひとつに、市民からごみについての疑問を募集してその回答を広報するという取り組
みを提案します。 3

3
生ゴミや、剪定くずなど水分を含むものは、処理に余分なエネルギーが必要になりますよね。乾かしてか
ら、廃棄するとか、堆肥化することをもっとPRすべきかと思います。食育フェアでPRされていた方法は、コ
ストがかかるので敬遠されるのでは思います。

3

4
新方式のスタートまでに市民に充分説明等がなされると思いますが、スタートして気付く問題などについ
て、市民が電話等で市に連絡がし易いようにスタート後1～2ヶ月は専用の受付口を設けることにして
はどうかと思います。

3

5
ほとんどの人が指定袋の事を知らない。妻も知らなかった。広報努力してる? 現時点において、まだ指定袋制度の導入が決定している訳ではないため、広報活動については導入

決定後に展開する予定です。 3

6

小学生への教育は特に重要です。現在、小学校へ出向いて、どのくらい巡回講座を開いているのか、
清掃工場見学は全小学校で取り組まれているのでしょうか。親より子供の方がゴミ問題には詳しいとい
う状態を作って頂きたい。西宮市は「環境教育都市」ではなく「環境実践都市」となって、全国に誇れ
るゴミ行政を行ってもらいたい。

昨年度の実施状況ですが、市職員が市内の小学校に出向き、ごみの出し方・分け方について説明を
行う出前授業については24校で実施しており、清掃工場見学については、小中学生4,122名の見
学を受け入れています。実施状況については、市のホームページ及び毎年発行しています清掃事業概
要にて公表していますので、そちらでご確認ください。

5

7

ゴミの分類を詳しく　現状のハローごみの冊子では、まだまだ分かりづらい面もあります。例えば、リサイク
ル紙は大きさはどの程度まで（切手サイズ、名刺サイズなど）トイレットペーパーの芯はリサイクルできる
のか等。今はＡＩの時代ですから、不明な場合はＨＰで商品名とその部分の名前や画像データをアッ
プしたらゴミの分別が分かる様にしてもらえると助かります。その場でデータベースにないものであれば、数
日内に担当の方が判断してデータをアップする仕組みにするとどんどん分類データが蓄積されて安心して
ゴミの分類ができると思います。そうすると、以前に電話でクリーニング店でもらえうような針金のハンガー
についての分類を聞いたときに燃やさないゴミだと言われたのですが、後日ハローゴミをみると燃やすゴミに
記載されていたことがあり、判断が違ってくることも少なくなると思います。

3

8
ごみを分別することでいかに環境が守られるのか、市が今抱えるゴミ処理の課題を市民に伝え、理解を
求めることが先決です。 3

9 資料を読んで状況はだいたい分かったが、市はもっと努力して日常的にごみ分別を理解させるべき。 3

10
分別方法についてはガイドを確認すれば済むが、その目的(これを分別して回収するとこのように再生さ
れる)が もっとキャッチーに周知されると主体的に取り組むきっかけになりそう。 3

11
その他プラの分別開始時に、「汚れがあればもやすごみ」ではなく、「少しぐらいは洗って乾かす」と理解さ
せるべきだった。 5

12
分別をすすめたいならもっと分かりやすく提示してほしい、出せないと思っていた、分解した棚は燃やすご
みで出せたり、〇〇等って言われても困る。 3

貴重なご意見、ありがとうございます。いただいたご意見は、今後の参考とさせていただきます。

指定袋制度の導入に際し、ごみと資源の分け方・出し方をまとめた啓発冊子である「ハローごみ」の全
面改訂を行い、全戸配布を予定しています。また、各地域にて説明会を実施し、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説明する予定です。今後も引き続き、市政
ニュースやホームページ、SNS等の様々な媒体を活用し、より多くの方々に理解していただける広報啓
発活動に取り組んでまいります。

【回答分類】  １．素案に記載済の内容です   ２．素案を修正します   ３．今後の参考・検討とします  ４．素案のとおりとします   ５．その他
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（６）広報啓発に関すること

No 意見 市の考え方
回答
分類

13

分別の細分化をするならば、何を何ゴミに出すのか、事細かな品目リストを作って欲しい。現在、市のゴ
ミに関する冊子に掲載されているリストでは品目が少なすぎる。わからなければその都度市に電話で問
い合わせているが、スタッフさんによって答えが違うことがある。
例えば、その他プラは包装・容器が該当し、プラスチック製品は該当しない事をもっと強調する。表面が
ビニールコーティングされている箱は資源ゴミに出していいのか。以前問い合わせたら、該当しないと言わ
れた。個人情報が記載されている燃やせるゴミ(封筒や住所シール)の処理の仕方。ゴミの出し方に迷
うのも、しっかり分別が出来ない理由の一つだと思う。

3

14 今必要なゴミ捨てのルールを西宮市便利帳等に告知するなど啓蒙活動の推進をして下さい。 3

15
ゴミの分別意識の徹底は、市民へ分かり易い、見やすい広報を何度でも出すこと、出前講座の徹底を
お願いしたい。地域自治会がないところへ出かけても、市民館や集会室で、行政主導で開催して説明
をしてもらいたい。

3

16
導入した結果、どんな変化があったのかは報告が欲しい。特に「処理費用がいくら削減された」「リサイク
ルペットボトルで災害にそなえて◯◯を整備した」など、プラスの結果が見えたらうれしい。 5

17

指定ゴミ袋導入後のゴミ削減効果の評価はどのような手順で行われるのか、当然ゴミ処理の統計デー
タは蓄積されていくかと思うが、１か月、１年等どういうスパンで市民にその効果を説明していくのか。目
に見える効果があれば、市民のゴミ削減への意識・関心そして意欲は高まると思うので、ぜひ効果の速
報を広報していただきたい。

5

18

ゴミ袋を指定化してゴミを分別・削減するインセンティブを制度として作ったとしても、市民それぞれがゴミ
削減の意識を持てないとあまり効果がないように思います。具体的にどのようにゴミを分別するのか、分
別する楽な方法とは何か、ゴミを分別したりゴミを減らすことの意義とは何か、というようなことについての
啓発を続けることも大切であると思いますので、きちんと予算をつけて啓発をする活動も続けるべきだと
思います。いやいや政策に従うよりは、市民が積極的にゴミ問題に取り組んだほうが、⾧期的には少な
い予算で大きな効果が得られると思います。

指定袋制度の導入及び分別区分の見直しに対する肯定的な意見として受け止め、今後の取り組み
を進める上での参考とさせていただきます。

3

19

「説明会を開催する」とあるが、事業系ゴミは説明会をする意義はあると思うが、一般ゴミについては、ど
ういった対象にむけてするものか。説明する方々の労力に対して、見込める効果が薄いと推測するのだ
が。周知徹底ということであれば、各ゴミステーションに収集日を掲示できる看板を行き渡らせてほしい。

地域住民向け説明会については、市が日時と場所を決めて開催するのではなく、自治会やマンション
の管理組合等からの要請に基づき、日時と場所を調整の上で職員が赴き、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説明をする予定です。なお、ステーションプレートの
更新については、令和8年度からの分別区分及び収集形態の見直し開始時に実施する予定です。

3

毎月の排出量実績については、速報値を市ホームページ上で公開しています。1年単位での各種統
計データについては、毎年発行しています清掃事業概要にて公表しています。清掃事業概要は市の
ホームページでもご覧いただけますので、そちらでご確認ください。

（前述と同様）

【回答分類】  １．素案に記載済の内容です   ２．素案を修正します   ３．今後の参考・検討とします  ４．素案のとおりとします   ５．その他
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（７）その他

No 意見 市の考え方
回答
分類

1
48ページ～49ページに施策の一覧が掲載されているが、昔から行われているようなものが寄せ集めて
記載されているような印象を受けるが、昨年3月に制定した基本計画に基づく新規施策はどのようなも
のであったか。

48・49ページは、現状の施策一覧を参考資料として掲載しているものです。今後、様々な施策を企
画し、目標達成に向けて取り組んでいきたいと考えていますが、今回お示ししました指定袋制度の導入
や分別区分と収集形態の見直しは、目標達成のための新たな取り組みの一つです。

5

2
LINEから粗大ゴミのライン申込が、機能していません。リストから検索しても、リストに無いので、写真を
撮ってくださいと返答がきます。これでは、手間が増えるだけです。システムを見直してください。

LINEによる粗大ごみ収集申し込み機能については、本年８月から開始しました新たなサービスです
が、随時、選択可能な品目を追加しています。今後も引き続き、市民サービスの向上に向けて改善に
取り組んでまいります。

5

3
市内の川に捨てられたり、紛れ込んだりしたゴミを管轄が違うかもしれないが、回収する方法はないもの
でしょうか。地域の市民が自己責任で回収するしかないものでしょうか。

河川への不法投棄物については、河川管理者に処理責任があります。もし不法投棄物を発見された
場合には、河川管理者まで連絡をお願いします。 5

4

これからの時代、介護の紙おむつが増えるばかりです。本市ではどういう問題を抱えているのでしょうか。 環境省の調査結果では、一般廃棄物に占める紙おむつの割合については、2015年度は約5％で
あったが、2030年度には7～8％まで増加することが見込まれています。紙おむつのリサイクルが可能と
なれば、森林資源の保全や焼却時に発生する温室効果ガスの削減等の環境負荷の低減に繋がりま
す。現在、販売メーカーが中心となってリサイクル技術の開発が進んでおり、その動向を注視していると
ころです。

3

5

他市町村と数値比較すると、指定袋を導入したからといって如実に改善されるのか疑問。例えば有料
指定袋の三田市や洲本市のH30年度実績は737g/人・日及び926g/人・日で、西宮市は859g/
人・日である。更に県内他市で見ると、令和元年度の生活系ごみ排出量は神戸市480g/人・日、
尼崎市457g/人・日、西宮市509g/人・日といった具合で、指定袋導入済の市と比較しても大きく
見劣りするものでは無いと思う。問題なのは資源化率で、令和元年度実績は西宮市13.6%、神戸
市23.03%、尼崎市14.0%であり、もう少し上げたいものである。その為には資源化を図るものとし
て、ごみの組成分析にもあった紙ごみと生ごみの分別が効果的ではないかと考える。古紙は中国との兼
ね合いもあり状況としては厳しいかと思うが、生ごみはどうか。生ごみはどの市町村でも組成として大きな
部分を占めている。先日、千葉県市川市の取り組みが取り上げられていたが、一考の価値はあるので
は。

3

6

「燃やすゴミ」として捨てている「生ゴミ」には水分が多く含まれており、うまく燃えないので油を足している
と聞いたことがある。それではCo2の削減にはならないので、「生ゴミ」だけを分別回収してはどうか。集め
た生ゴミは、肥料にして市内の農家さんに売る（ドイツでは、ぶどう畑の肥料にしてワイン作りに使ってい
る。）自宅に庭のある人は、生ごみを堆肥化するコンポストに補助をし、肥料化してもらう。

3

7

生ゴミを各家庭で袋詰めするのではなく、地域でタンクなどを用意し、その中に直接ゴミを捨てて、それを
自治体で回収するという方法を海外で見たことがあります。もしかすると、各家庭で袋詰めするよりも分
別には有効かもしれません。様々な意見を取り入れ、より良い対策を立てていただきますよう何卒よろし
くお願いいたします。

3

貴重なご意見、ありがとうございます。いただいたご意見は、今後の参考とさせていただきます。
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8

P21にバイオマスプラスチックの利点が書かれており、P6図2-1では剪定枝等9.05％とあります。それが
バイオマスプラスチックの減量として使えるのであれば分別の対象にして活用してはどうでしょう。「もやす
ごみ」の中の野菜くずはどうでしょう?植物の種類によって利用できるものがあるなら、その種類だけにし
てもいいと思います。P21にあるトウモロコシやサトウキビと同じイネ科植物が使えるのだとすれば、うちに
もイネ科雑草は沢山生えてきてますし、野菜くずとしては筍の皮が出ます。専門家の意見を聞いて活
用できる物を活用できる方向へ進めて行ってはどうでしょうか。

3

9

「自分が発生させたごみに対する責任意識の醸成」を本気で考えるのであれば、丈夫な網袋にごみス
テーションの場所と名前（苗字）を書いた布をしっかり縫いつけた物を各家が数枚ずつ持ち、必要枚
数ずつごみ出しに使えばどうか。収集は袋を傷めにくい車を使い、次回の収集時にはごみステーションに
空袋だけが返ってきて、各々家に持ち帰る。網なので小さなものや汁の出るものは小さなポリ袋等に入
れてから捨てる必要はあるが、収集日を分けることで、同じ網をどの種類のごみにも使える。この方法な
ら収集する市側にとって、認知症等で分別困難な家を把握し易いという利点もあると思われる。また大
きな勘違いをしている家があれば袋を返す時に中にメッセージを入れておくこともできる。

3

10
分別等の大切さを学ぶ機会をさらに増やしてはどうか。子どもだけでなく大人向けもあると良いと思う。カ
ルビーのルビープログラムはとても楽しく参加している。 3

11
スーパーなどで購入するレジ袋を、是非指定袋にしてください。地方の自治体ですでに導入していて成
功例があると思います。 3

12

公立の小学校においてスーパーで設置されているトレイや牛乳パックの回収箱を置けば、循環型社会
的についての教育を行うことができるメリットに加えて、家庭からの資源化できるゴミの回収率も上げると
こができ、自治体としてもそれほど初期及びランニングコストをかけずに実施できるものであるものと考えま
す。

3

13

提案であるが、表面的な環境論ではなく本質で考えると、エコバッグ問題があげられる。エコバッグは環
境に優しいように考えられているが、すべての人が利用している訳ではないし、何度も利用することは食
品衛生上でも不衛生であると言わざるを得ない。特にコロナ禍では防疫上軽視してはならない。もしこ
のエコバッグを販売型ゴミ袋（要は持ち手付き色指定袋（単純指定でも可））とすることで格段に
利便性及び衛生状態もあがると言える。また、サイズであるが、コロナ禍・共働き、北部地区で車で買
い物に行く等、1週間分買いだめをする世帯も多分にあると考えられるため、安易に小型の指定ゴミ袋
型レジ袋を提供するだけでは早々の考えであるとも言える。

3

14
過剰包装企業への啓蒙は必須である。百貨店など簡易包装の徹底化を周知教育しなければ、減量
再資源化は望めない。 5

15

スーパーではマイバッグがないときに1枚単位で購入できるレジ袋として販売　スーパーで1枚数円で販
売しているレジ袋を指定袋にしてほしいです。これは行政と民間スーパーとの連携となるのですが、そうし
てもらえると購入したレジ袋が再利用できることになり無駄がなくゴミが少しでも減らせると思います。現
に私が以前住んでいた市ではスーパーのレジ袋は市の指定袋でした。曜日によってプラゴミ用ともやすゴ
ミ用とがあり、重宝いたしました。不要なときはマイバッグでゴミ袋が必要なときはレジ袋（当時はいただ
ける）でしたので合理的だったと思います。

3

（前述と同様）
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16

【リサイクルプラザ・Ｅコウ館の活用】分類変更の際にリサイクル制度の見直しをして、もっとリサイクルが
進むように活用してもらいたい。現状ではいつもＥコウ館の出展を見ても白紙ばかりで活用されていない
と思う。又、リサイクルプラザも市の南端にあるので行きづらい。ある程度の大きさや重さの制限を設け
て、市役所や各支所でリサイクルしてほしい物を受付できるようにすれば、持ち込みやすいしリサイクルが
進むのではないかと思う。各家庭には、捨てるのにはもったいないし、かといってリサイクルの店舗まで持っ
ていくほどの状態でもなかったり、やりとりが分からなかったりするけど、大切に使ってくれるのであれば譲り
たいといった物がたくさん眠っていると思うので、そういった物を気軽にリサイクルできるようにすれば結果的
にゴミも減らせるのではないかと思う。そのような対応をボランティアを募集して運営できればなお良いと
思う。おもちゃの病院も併設されていれば小さい頃から物を大切にすることも学べると思う。

3

17
ゴミという市民生活に密着した課題であることから、市民参加型の施策を提案したい。社会の課題と責
任を個人の課題に落とし込んでいくことを教育の中に組み込んでいくことを期待する。 3

18 市政ニュースも、ゴミになるので希望者は、ネット配信に。 5

19
ゴミの灰で埋め立てをしていますので環境汚染の問題がありどれだけゴミを減らす事ができるのかを考え
ると西宮市は分別に対しての考えが遅いと思います。分別によって焼却場の経費とかを削減できます。 5

20 指定業者のゴミの収集の仕方など問題がありますので対策をもっと考えてほしいです。 5

21
利己的で自己中心的な人間もいるもので、例えば公用車に、壊れず走るからという、価値を一切理解
せずにセンチュリーを選定した人もいるように、ごみ捨ても例にもれないと言える実情があります。 5

22
近所の収集場所ではネットが勢いよく挙げられ近くのお家の壁に傷がいったなどあまりにも収集の仕方が
酷いので（猿か動物でも収集してるのか?）ってくらい民度疑います。 5

23
生活様式の変更と云うか、戸建て住宅からマンションへの居住環境の変更が進み、廃棄物の増加は
私自身が戸建てからマンションに移転した際に発生した廃棄物の量に驚きましたが、住居の変更には
付随する事でもあり大変な増加と思います。

5

24
ゴミの減量率が下がっているというのは、そもそもそれ以上減らせないところまできているということではない
のでしょうか?生きている以上ゴミを出さずに暮らすことは不可能です。 5

25
ゴミ削減などの取り組みには賛成だが、指定袋を導入したところで、指定袋を購入しなければならない
ことと、指定袋以前にこれはひとりひとりの意識の持ち方だと思う。指定袋でなくても個人的にSDGsに
関心をもち、ゴミの分別やエコに取り組んでいる。

3

26

モノを製造販売するメーカーがゴミの減量に奮闘努力しなければゴミ問題は解決しない。消費者が買い
物をすると、必然的にゴミになる包装や容器なども付いてきて商品の価格に反映され、高い金を出して
買わされているが、これは消費者の望むところではない。メーカーは消費者の便利さにつけ込んでいる。

3

27

ごみ問題は、現代の生活慣習から考えるとますます希薄になるばかりです。ゴミを分別したり、保管して
おくスペースありません。そのスペースを優先すべきなのですが、そんなことしている家庭は変人扱いでしょ
うね。でもこれからはそうあるべきではありませんか。共稼ぎやら子供はゲーム漬けで、ゴミをきちんとする
時間もない家庭もあるでしょう。社会全体で、大きな革命が必要なのでしょうか。年寄りが、次世代の
ために力を発揮すべきなのでしょうか。

5

（前述と同様）
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28

目的の「ごみ減量及び再資源化をさらに推進するため」ということから考えたいと思います。この趣旨は
全く同感です。だから減量化と再資源化は行政サイドの問題であり、袋を有料化にして市民に経済的
負担をかけることは、全く次元の違う問題だと考えます。（少年の非行が多いので厳罰化すれば非行
が減るだろう）というのと同じです。「減量化しないといけない、再資源化しないといけない」という考えの
市民を増やすのは市民の啓発や教育の問題なので予算はむしろ、そういうことに廻すべきだと考えま
す。

（前述と同様） 3

29

西宮市専用ではなく、兵庫県下の市町村で使える共通袋としてほしい。そうすれば、近隣の市で買い
物のついでにそれを購入できる、店舗も共通袋だけ置いておけば近隣の市町村対応が可能なので取り
扱いも楽だと思う。又、薄利多売となり販売価格も多少は安くできるのではないか。是非、兵庫県共
通袋として県を巻き込んでゴミの削減に取り組んでいただきたい。

一般廃棄物の処理責任は各自治体が有しており、自治体が自主的に行うべき固有事務であり、分
別区分や指定袋制度の導入手法、ごみ処理手数料は各自治体に決定権が委ねられていることか
ら、指定袋の共通化は非常に困難です。 4

30

バー付ダストボックスから手で収集しているようですが、効率化を考えるとどうしてなのか・・・ 現在、反転式コンテナが設置されている大型集合住宅の収集業務については全て民間業者に委託し
ています。通常は収集車後部に取り付けている機械でコンテナを持ち上げて収集をしていますが、収集
車の故障等によりやむを得ず代替車での収集をせざるを得ない場合等は手作業で収集を行っている
場合もあるかと思われます。

5

31

分別に関しては分別したものが最終的にどこでどういう処理を行うので、環境に良いとか、費用の面で
優位とか、一般的なことではなくて、西宮市は具体的にどう運用していくのかという事をまず説明してい
ただきたい。分別はしたが、結局同じ焼却場で燃やすのであまり意味はないといった地域の話も聞こえ
てきます。正直、ゴミの分別が簡単という事も西宮が生活しやすいという要因の一つでもあります。他の
地域がやっているからという事ではなく、西宮市民がこれなら協力しようと思うような具体的な説明をお
願いします。

現段階での具体的な運用案については、今回の素案にてお示ししているとおりです。指定袋制度を導
入することが決まった段階で、各地域にて説明会を実施し、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詳しく説明する予定です。なお、分別排出していただいた資源物については、不適
物の選別処理を行った後、再資源化業者へ引き渡しをしています。 1

32

資料の中には見当たらなかったのですが庭木の枝はこれまで同様適当な大きさに切ってひもで縛れば
回収していただけますでしょうか??また、小枝や葉っぱは袋に入れて出すことになると思うのですが今
度は大が45リットルなので小枝や葉っぱはかさばるため袋の数が多く必要になりそうで、これも困ることに
なりそうです。ご検討ください。

5

33
問題点は、1．自分で植栽の選定をしたゴミ、落ち葉などの処分、２．分解した木工品などの処分な
どはカラスの被害の恐れがなく、中味が判別できるよう開封した状況であれば、ゴミ袋の種別を問わず
回収してほしい。

5

34
資源物をコンテナから袋に変えるとの事ですが、今でもアルミ缶の持ち去りは無くなりません。そこに、処
理費を乗せた袋を買って入れたものが処理されずに袋から出されるか破られて持ち去られる。何か腑に
落ちないものがあります。

5

35

当地では、現在資源Ａの新聞（月1回回収）は早朝（7時台）に誰か小型トラックで集め廻ってい
るのを見かけます。金になるためでしょう。ごみステーションには違反行為禁止の表示プレートを付けてい
ますが、取り締まりがないので役立っていません。市民の協力がムダにならない方策はないでしょうか?
（アルミ缶の持ち去りは見かけなくなっています。）

5

ごみステーションに出された缶や古紙などの資源物を無断で持ち去る行為は、「西宮市廃棄物の処理
及び清掃に関する条例」により禁止しています。持ち去り行為多発地域については、市職員が警察と
連携して巡回パトロールを実施しています。もし持ち去り行為を発見された場合は、美化企画課までご
連絡をお願いします。

ご自宅の庭で剪定された枝木や落ち葉などの一時多量ごみについては、市では収集していません。お
手数ですが、処理センターまで直接持ち込まれるか、収集運搬許可業者に依頼していただきますよう
お願いします。
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36

コンテナについて、市が売ってもうけようとしているアルミ缶を指定袋で出すことにするなら、「その他不燃
ごみ」も「びん」同様コンテナで出すことにして、昔どおりコンテナの中身を勝手にもらって帰っていいことに
して下さい。昔はコンテナから色々もらって来て使っていました。コンテナが「宝の山」であることを市民にア
ピールすれば、ごみはやや減ると思います。今年メルカリ等で家の不用品を売った人が多かったのです
が、捨てる神あれば拾う神ありです。一度そういう目で実際にコンテナを見て回ってみて下さい。

（前述と同様） 5

37

そもそもCO2排出が地球温暖化の主原因のように言われているが，否定する意見も多い。特に生活
ゴミを全く無くしても日本全体のCO2排出量のごく一部しか減らない。日本全体CO2排出量のうちの
廃棄物はたったの2.4％。家庭からのCO2排出量で見てもゴミからは4.4％しかない（全国地球温暖
化防止活動推進センターHPより）。きちんとしたデータを見て市民に無駄な負担をかけない選択がで
きるのかというのは，行政，議会にとって非常に大きな責任だと思う。

ごみの減量はCO2の削減だけではなく、ごみ処理経費の削減、資源の有効活用、最終処分地の延
命化等、様々な効果が得られるものであることから、市として取り組むべき重要課題の一つであると考
えています。 4

38
今回の改正では、地域の集団回収（甲風園1丁目ではやっていません）の方法等には変更ないので
すか?市が回収している分と合算しないと全市での総量が統計されません。判っておれば公表してほし
いと思います。

ごみや資源物の処理量や集団回収による回収実績については、市のホームページ及び毎年発行して
います清掃事業概要にて公表していますので、そちらでご確認ください。 5

39

コンビニエンスストアを経営（フランチャイズ）している友人は尼崎市で経営をしています。その友人がい
つものように言うのが、「私の悩みはコンビニ前のゴミ箱を勝手気ままに使われること」と言っていました。
尼崎市でも指定袋を導入していますが、それの値段がとても高く、指定袋を購入せずに、コンビニ前に
設置されているゴミ箱に、生活ゴミを捨てるという事態が、頻繁に頻発することがしょっちゅう多発している
と言います。さらには、別の人の袋をわざわざ開封し、その開封した袋に自らのゴミを入れる、という真っ
当な市民に対する挑発とも取れる行為に、非常に憤りを感じます。

コンビニ等の店頭に設置されているごみ箱は不特定多数の方が利用できる環境下にあることから分別
排出に非協力的な利用者が絶えず、最近では店頭にごみ箱そのものを設置しない店舗や、従業員が
目の届くよう店内に設置している店舗が増加傾向にあります。本市といたしましても、市民に対する周
知啓発に取り組んでいますが、店頭のごみ箱は市外在住者の方も利用されるため、効果的な広報を
行うことに大変苦慮しているところです。廃棄物の適正処理および再資源化を徹底するためには、一
人一人のモラルの向上が大変重要ですので、今後も引き続き周知啓発に取り組んでいきたいと考えて
います。

5

40
実施をする場合はコロナ感染症が終息後にして欲しい。 指定袋制度の導入開始時期は令和4年4月を予定しています。現時点において、新型コロナウイルス

感染症の終息時期については見通しが立たない状況ではありますが、ごみの減量や分別排出の徹底
に関する取り組みを進めていくことも重要でありますので、ご理解・ご協力をお願いいたします。

4

41
袋の購入も店舗がどこでもというわけではなく、遠方の買い物ついでに西宮市外などで購入できない点
は不便だと思います。 3

42
生瀬は、お店がコープミニ(駐車場もない小さなお店です)しかなく、宝塚方面に買い物に行かれる方が
多いと思います。ゴミ袋の取り扱い店舗についても、柔軟な対応をお願いしたいと思います。 3

43 市のマークの入ったゴミ袋になる場合は価格や販売場所などもご検討いただきたいと思います。 3
44 勤務の都合でゴミ袋が買えない場合、ゴミを出すことができなくなる可能性が高くなる。 3

45

変更することによって経費の削減と人員の削減は。 収集運搬に係る人員及び車両については、平成31年度に民間委託の拡大を行い、直営と委託の比
率は収集人口ベースで26％対74％となりましたが、災害等の不測の事態が発生した際の対応に支
障を来たす可能性があることから、当面は現行体制を維持する予定です。なお、新破砕選別施設に
ついては、民間委託を予定しています。

5

指定袋は、市販のごみ袋と同様に市内のスーパーやコンビニ、ホームセンターやドラッグストア等で販売
されますが、隣接市内の店舗においても取り扱ってもらえるよう働きかける予定です。
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46

指定袋を使用している市町村でゴミが何%位減少したのでしょうか、また当市の目標は。 全国の政令指定都市や中核市及び近隣市町にアンケート調査を実施いたしました。導入時期や併
せて実施した減量施策の内容等、各自治体によって条件が異なっているため、自治体毎の差異はあ
るものの、平均値は有料指定袋15.3％、単純指定袋13.4％、色指定袋9.4％であり、指定袋制
度を導入することにより、一定の減量効果及び資源化率向上効果が期待できることが改めて確認でき
ました。なお、本市における減量目標値は、生活系ごみは令和10年度までに1人1日当たり排出量を
平成28年度比10％減の459ｇ、事業系ごみは令和10年度までに1日当たり排出量を平成28年
度比20％減の141ｔとなっています。

1

47

共同住宅（マンション）でダストボックスを使用しているが近くにコンビニがあり時折捨てられたゴミを見か
けます。居住者以外の投棄は不法投棄で通報する旨の看板を出しています。公営住宅の集積場に
ネットを張って不法投棄を防いでいる?のを見ましたが民間の共同住宅に補助など出ないのか、仮に
指定袋以外のゴミの対応はどうするのか伺いたいと思います。

不法投棄については、土地の所有者あるいは管理者において防止対策を講じていただく必要がありま
す。鍵付きのダストボックスの利用や防犯カメラの設置等、様々な対策が考えられます。管理組合で対
策をご検討いただくか、管理会社にご相談ください。 5

48

指定ごみ袋には大きく反対はしませんが、環境汚染を考えると、ごみ袋よりも武庫川のゴミ箱の方が悪
影響です。ごみ収集の方がいらっしゃる頃はどなたかが掃除済みですが、明らかな家庭ゴミや宴会後の
ゴミをカラスがしょっちゅう荒らします。それが風で川にたくさん飛んでます。ゴミ箱の撤去も進めてほしいで
す。

本市が直接管理をしている公園については、ごみ箱は設置しておらず、公園利用者が発生させたごみ
はご自身で持ち帰っていただくようお願いをしています。ご指摘の武庫川河川敷については、兵庫県の
管理地であるため、担当部署を通じてご意見をお伝えいたします。 5

49

ごみ処理コストについて、市が回収する資源Ａ・資源Ｂ・ペットボトル等再資源化廃棄物は市がまとめ
て業者に売却されていると思うのですが、その収入額は公表されていないようです。ごみ全体の処理コス
トの中に含めてしまっているのでしょうか?できれば市民の協力の評価として公表してほしいと思います。

有価物として売却しております鉄屑やダンボール、ペットボトル等の回収量や売却実績については、毎
年発行しています清掃事業概要にて公表しています。清掃事業概要は市のホームページでもご覧いた
だけますので、そちらでご確認ください。

5

50

５ページ、年間一人あたりのゴミ収集・運搬・処理費用が10,710円とあるが、これは純粋に収集・運
搬・処分のみの金額か。冊子の作成等の費用も含まれるのか。住民税(県民税および市民税)を納め
ている住民としては、一人当たりの数字を示すことで意識が変わってくる。このような数字は詳細の内訳
とともに前面に出して、「無駄なく有効に税金を使っていますが、さらにゴミを減らすことで税金を減らすま
たは有効活用していく」というメッセージにしてほしい。

貴重なご意見、ありがとうございます。お見込みのとおり、収集運搬や処理に係る費用に加え、各種啓
発に関する費用も含まれています。いただいたご意見は、今後の参考とさせていただきます。

3

51
市民の負担となっているのはカラスの害です。ゴミ問題を考える際に各自治体でカラス除けをつけるので
はなく、市がカラス除けの防虫網とかを配布して欲しいです。カラスにはとても困っています。よろしくお願
いします。

5

52
ゴミ用ネットのかけ方の乱雑さから毎週のようにカラスにゴミを散らかされているため、清掃などがとても大
変です。もちろん、カラスも生きるための努力をしているうえ、対策をしていない人間に大いに問題があり
ます。

5

53 カラスの学習能力と色の識別精度は高く、透明袋はカラスを喜ばせることになりかねない。 5

54

西宮はゴミに関する意識はとても低く、また、それに際してカラス対策にも効果的な事をしていません。
枚方よりも人口も税収も圧倒的に多いのに何故でしょうか?枚方は、鉄網及びフレームにネットが付い
ている折りたたみの設置カゴでの収集がほとんどで、ネットを被せるだけの所など見かけません。リサイクル
と共に害鳥対策も講じて下さい。市の単体で動くのが難しいなら、町内会まで落とし込んで下さい。ち
なみに、私は自分で収集カゴを作る事も出来ます。

5

現在、本市では、ごみステーションにおけるカラス被害防止対策として、平成23年度よりもやすごみの
午前中収集、被害多発地域における被害防止対策チラシのポスティング、正しいネットの使用方法や
ごみ出しマナーの遵守等の周知啓発、餌となる生ごみの減量等の具体的な対策についての助言や指
導を行っている他、カラスの繁殖期（4月から7月）には、人を攻撃してくるカラスの巣の撤去を、また、
被害の酷いごみステーション周辺や冬期のねぐらにおいて鷹による追い払い等を実施しております。しか
しながら、ごみステーションにおけるカラス被害が後を絶たないことから、今年度より折り畳み式ネットボッ
クス等購入費の一部補助制度を創設し、導入を促進することにより被害の抑止を図っております。

【回答分類】  １．素案に記載済の内容です   ２．素案を修正します   ３．今後の参考・検討とします  ４．素案のとおりとします   ５．その他
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55
ゴミを野良猫やカラスに漁られたりする被害が以前にあり、ゴミ袋を黒にして中身が見えないようにしたり
して、気をつけたりしています。他市で見られるような、半透明とかだと、カラスによる被害が心配です。 （前述と同様） 5

56

ゴミ収集の方法について、更に娘の家に“おさんどん”に行き、泊まりこんで朝を経験すると分別して出し
たゴミは各家庭の前に出しておきますと、一軒毎に家の前に車が停まって回収していきました。収集され
る方は大変だなと思いましたが、お年寄りで集積所まで運べない方や共働きで朝忙しい若い人にはあり
がたいことだと思いました。何より分別してカゴに入れる段階から環境教育（子どもにも）になっていると
おもいました。

戸別収集方式には、カラスによる被害の減少、分別排出の徹底が見込まれるといったメリットがあります
が、収集作業効率が著しく低下し、収集コストの大幅な増加に繋がることから、本市ではごみステーショ
ン方式を採用しています。 4

57

指定袋を作成する特定の業者を利することになる。指定という特定の関係ができることで，その業務を
担当する特定の公務員との関係も問題になる可能性がある（天下り先を増やすだけ）。またその特
定の業者だけで西宮市で使われるゴミ袋を安定的に作成できるのか。供給に不安が出ると，行政が
一定数を確保することを求められ，無駄な財政支出に繋がる。西宮市ではどうかわからないが，他都
市ではゴミ袋の枚数数え，袋詰などをしていた障害者事業所が取り扱いできなくなり，障害者に提供
できていた仕事がなくなることになったケースもある。

1

58
袋の指定で賄賂を貰う職員が必ず出てくるのが今までの常識でしたが、指定袋などで不祥事の発生が
ないようにする為の対策を予め立てる必要があります。 1

59
袋に特殊印刷を施すのだから印刷業者との癒着等も疑われる。 今回、本市が導入を予定している指定袋は、市がデザインや規格等を定めた袋を袋メーカーが製造

し、小売店が自由価格で販売する「単純指定袋」でり、市が直接、袋を製造・販売するわけではありま
せんので、市職員と印刷業者との間での直接的なやり取りは生じません。

1

60
黒いゴミ袋をまとめ買いしてるので、袋が無駄になる。制度を実施するなら、持っている黒い袋を指定袋
に無償交換できるようにしてほしい。 1

61

我が家ではレジ袋をゴミ袋として再利用していますので、レジ袋の無料配布がなくなった際に、100枚
単位で販売しているレジ袋を購入することにしました。レジ袋無料配布しているときには在庫がたくさん
あったものの、購入を考えてからは、店舗ではそのようなレジ袋は売り切れてしまっており探してから数ヶ
月たった後にようやくある店舗で見つけ、45号2袋（200枚）40号1袋（100枚）を購入いたしまし
た。きっとそのような家庭がたくさんあったことでしょう。そのような袋は100枚単位での購入となるので我
が家を含めかなりの家庭が数百枚の在庫があると思われます。指定袋が令和4年で急に切り替えとな
ると在庫のレジ袋を捨てるためにゴミ袋かうということが生じてしまいます。半年から１年の移行期間を
設けることによって無駄がなく指定袋に移行できると思います。

1

62
袋の指定袋有料化も全国的に実施されているものであり、仕方がないのかも知れませんが個人的には
安価な時に超大量に購入した経緯もあり実施までに消費できるか複雑です。 1

63
引っ越しで袋が余っていても他市や他県で使えなくては意味が無く無駄だと思います。 他市へ引っ越しをされる場合は、引っ越される時期を考慮して大量に買い溜めをせずに適量の指定袋

をご購入いただきますようお願いします。 5

今回、本市が導入を予定している指定袋は、市がデザインや規格等を定めた袋を袋メーカーが製造
し、小売店が自由価格で販売する「単純指定袋」であり、市が直接ごみ袋を発注して販売するもので
はありません。なお、袋を製造するメーカーについては、本市が定める仕様及び規格に合致したものを
製造・販売することを希望するメーカーから申請を受け付け、必要事項について審査の上で製造・販
売を許可する仕組みになっており、近隣自治体の状況を参考にしますと、10～20社程度の袋メー
カーから申請があるものと見込んでいます。

指定袋制度の導入は直ちに実施するものではありません。導入することが決定した後、実際に導入を
開始するまでの間は、十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。
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64

西宮の人口の約半数がマンションなどの集合住宅に暮らしている、41戸以上の集合住宅では、コンテ
ナや、ゴミドラムでごみ収集をしているため分別が悪いと聞く。その他プラゴミの分別が不十分な地域も
多い、燃やすゴミの中にペットボトルが多いなど現行のゴミの分別回収制度が市民に徹底されていない
状態にある。

3

65
居住しているマンションは、燃えるごみはごみドラム室に投入できるようになっているため、指定袋制に適
していない。 3

66

素案の４ページ２（４）について、「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」とあるが、基本計画においてゴミの総排出量は人口の減少が大きく影響し、約9％減量すると推
計している。そして令和10年度の目標値をあげ、基本方針として3点、ゴミを発生させない社会の確
立、分別の徹底とリサイクルの推進、適正で効率的なゴミ処理体制の構築を挙げている。素案本文に
「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難しいとある」とある
が、この1年の成果は単純な人口減少に伴う緩やかな減少のみにとどまったということか。10ヵ年計画を
立てて1年が経過し、これまでの基本方針に基づく施策では目標を達成できなかったことへの評価はい
かがか。目標数値設定と施策が釣り合っていなかったということか。

平成31年3月に改定しました西宮市一般廃棄物処理基本計画に定める目標値については、国や兵
庫県の定める方針及び目標値を鑑みて設定したものであり、現状での取り組みをそのまま進めただけ
では達成できない目標値をあえて設定していますが、目標年度は令和10年度であり、1年スパンでの
短期目標は設定しておりません。今回お示ししました指定袋制度の導入や分別区分と収集形態の見
直しは、目標達成のための新たな取り組みの一つですが、今後も様々な施策を企画し、目標達成に
向けて取り組んでいきたいと考えています。

5

67

第8章にＰＤＣＡサイクルに基づき行うとまとめられているが、今回新たに提案するにあたって、何をやっ
てどんな効果が得られたのか得られなかったのか、どんな施策がdoされて、どんなcheckがあって、今回
のこの提案になったのか。

平成31年3月に改定しました西宮市一般廃棄物処理基本計画及び今回お示ししました指定袋制
度の導入及び分別区分の見直し素案については、西宮市環境計画推進パートナーシップ会議および
西宮市廃棄物減量推進部会にて議論を重ねて策定したものです。指定袋制度の導入等の新たな
施策を実施した後、ごみ排出量や資源化量等の様々なデータを検証し、次期計画の策定に繋げてい
く予定です。

5

68

博多区では、ゴミ収集はすべて夜間収集であった。何故だかわからないが、朝のゴミ袋の山を見ることが
なかったので、気持ちよかったのを記憶しています。

夜間収集はカラス被害に対する効果も期待できるほか、まちの景観の美化や防犯効果、交通渋滞の
緩和などのメリットが挙げられます。しかしながら、人件費の増加に伴う収集コストの大幅な増、収集作
業時に発生する騒音、ごみ出しマナーの低下、不法投棄や資源物の持ち去り行為の増加等のデメリッ
トが生じることから、夜間収集を行う予定はありません。

5

69

広域ごみ処理検討で、西宮市は隣接の芦屋市のゴミも焼却させるとの内容で数年前から検討協議が
行われているとの事ですが、西宮市民に細かい分別などを求めるのであれば他市のゴミまで引き受けて
処理する必要はないと思います。民主党を母体とする市⾧でも、隣接市の汚染物質や汚物の処理を
引き受ける気持ちは持っていないと信じたいと思います。

5

70
まずはパブリックコメントを受け付けていただきまして有り難うございます。市議会、市の職員の皆様のご
尽力に感謝いたします。 5

貴重なご意見、ありがとうございます。

反転式コンテナやドラム式貯留機の設置が義務付けられている大型集合住宅にお住まいの方について
も、分別排出ルールを順守していただく必要があります。それらの住宅については、毎回の収集時に適
切な分別排出がなされているか確認することが困難でありますが、処理施設での搬入時に収集車の展
開検査を定期的に行うことによって排出状況の確認を行い、排出者が特定できた場合は直接指導を
行う予定です。
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