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意見等の概要とそれぞれに対する市の考え方 

 

(序章・基本理念関連) 

No. 頁 提出された意見 市の考え方 
反 映

区分 

１ P1 

サーマルリサイクルを導入す

る事を契機としてこの計画を見

直すのだから、序章には、はっ

きりと「新環境センター稼働を

機に分別方法を見直すこと、分

別方法を変えてもごみ減量化推

進に全力で取り組む」ことをし

っかり詠わないと、概要版の計

画の見直しのポイントと整合が

図れない。 

 

序章に、令和３年 10 月の新環

境センターではサーマルリサイ

クルに取り組み分別の変更を行

うこと、より一層のごみ減量化

に取り組むことを加えます。 

① 

２ P1 

計画書のごみ量の実績に、守

山市のごみ減量の努力が、数値

にしっかりと現れている。市民

の努力と行政施策の成果をきち

んと評価して、序章に明記すべ

き。 

市民のこれまでの高い分別意

識により全国的にも非常に少な

いごみ量となっていることを加

えます。 
① 

３ P1 

「大量生産・大量消費・大量廃

棄」から脱却し、「最適生産・最

適消費・最小廃棄」の循環型社

会の実現を目指すためというこ

とには大賛成です。この方針は

今後も堅持していただきたい。 

 ご意見のとおり、考えており

ます。 

④ 

別紙１ 
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No. 頁 提出された意見 市の考え方 
反 映

区分 

４ P1 

トレイ類を焼却発電すること

に処理方法を見直しすることに

なれば、「大量生産・大量消費・

大量廃棄」から脱却し、「最適生

産・最適消費・最小廃棄」の循

環型社会の実現を目指すという

ことに、逆行することになるの

ではないでしょうか。 

新施設は、資源エネルギーの

有効活用を積極的に推進するた

め、焼却した際に出る熱エネル

ギーを活用して発電を行う施設

であります。ただし、発電を目

的としてトレイ類を積極的に焼

却処理するわけではなく、先ず

はリデュースの上、排出された

トレイ類のリサイクル方法を変

更するものであり、「最適生産・

最適消費・最小廃棄」の循環型

社会の実現を目指すということ

に、逆行するものではないと考

えておりますので、原案どおり

とします。 

② 

５ P1 

「大量生産・大量消費・大量

焼却」になります。プラスチッ

クごみが増加することになるの

ではないでしょうか。 

３Ｒを推進すること、とりわ

け発生段階からごみを抑制する

Reduce に重点を置き、ごみの減

量化に取り組んでまいります。

また、家庭から発生するトレイ

類をサーマルリサイクルとして

焼却処理しますが、事業系の廃

プラスチック類については、産

業廃棄物としてしっかり受入規

制を行うことで、焼却処理量は

抑制できるものと考えておりま

すので、原案どおりとします。 

② 
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(ごみの分別) 

No. 頁 提出された意見 市の考え方 
反 映

区分 

６ P77 

・焼却ごみの中に危険物が混入

しないような対策はどのように

するのか。懸念される事柄とし

て、「新施設稼働にあたっての対

策」として計画に記載すべき。 

・以前、中国から輸入されたお

もちゃから重金属が使われてい

たことが大問題になりました。

今回の分別方法では、「電池類を

使用するおもちゃ」は破砕ごみ

に分類されていますが、金属が

含まれているおもちゃが焼却ご

みと間違える可能性がありま

す。 

新分別の分別表の、破砕ごみ

のその他の品目について、「金属

を含む複合品」と記載し、分り

易く説明してまいります。 

① 

７ 全般 

今般の計画では隣接する都市

と同様トレイ類の分別をなくし

焼却ごみとして一括りにされよ

うとしていますが、市民のごみ

分別に対する意識は全国に誇れ

るものであるにも関わらず、市

民のごみ分別意識低下を招き、

子供たちが社会に出たときに、

なんでも燃やしてしまうという

習慣が出てしまうことが懸念さ

れます。(他２件) 

新分別では、焼却ごみの対象

品目が増えますが、なんでも燃

やせるという誤解のないよう、

今日まで同様、しっかりとごみ

の分別の周知啓発を図ってまい

りたいと考えおります。また、

子ども達には、従来から小学４

年生を中心に行っている施設見

学会を実施し、自らの目で自分

たちが出したごみがどのように

処理されているかを見る機会を

設け、家庭への意識の広がりに

つなげてまいります。 

④ 
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No. 頁 提出された意見 市の考え方 
反 映

区分 

８  全般 

各家庭におけるごみの分別

は、従来の分別を維持し、分別

されたそれぞれの資源を今般の

新施策としてサーマルリサイク

ルに活用されることは大いに期

待を寄せるものです。このこと

により、市民の分別意識をより

進化させ地球環境を守る市民の

環境文化を継承されることを要

望します。(他２件) 

新施設は、最先端の技術を導

入し、ごみ焼却時の熱エネルギ

ーを活用し、サーマルリサイク

ルを行います。このため、今回

分別を見直し、これまでの分別

意識を低下させないよう、より

一層のごみ減量化に取り組むこ

とが地球環境を守ることとなる

と考えるため、原案どおりとし

ます。 

② 

９ 概要版 

・①分別アプリ、②ＰＲ動画、

③ＰＲパンフレットなど３点で

周知徹底を強化すると書いてあ

りますが、不充分だと思います。 

・分別を変更する場合には、守

山市が全自治会に説明にこられ

たことがあります。今回の分別

は大幅な改正があることからき

め細かい説明が必要です。全て

の自治会で説明を行ってくださ

い。 

今回の分別変更により、きめ

細やかな説明が必要と考えてお

りますことから、平成 21 年度の

手数料改正時と同様に、各自治

会向けの説明会やＰＲＤＶＤを

配布することを計画しておりま

す。 

④ 
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No. 頁 提出された意見 市の考え方 
反 映

区分 

10 ― 

実験に参加した市民のアンケ

ートにおいても「市民の分別意

識はせっかく徹底しているのに

一度分別を無くしてしまうと分

別の再開はもうできなくなる」

「徹底した分別を長年続けてい

たのに、焼却ごみの中に破砕や

プラ物を混ぜることが辛い思い

がする。」「腑に落ちない。」等々

の意見が出されていました。 

実証実験のアンケートの結果

においても、分別が分かり易い

というご意見が約８割ありまし

たが、ご指摘のような意見も少

数ございました。従って、トレ

イ類は、リサイクル手法を変更

するため焼却処理すること、最

先端の技術により安全・安心に

処理できること、そして、雑が

みの分別の徹底をはじめとする

ごみの減量化に市民の皆様とと

もにより一層取り組んでいくこ

とについて丁寧に説明してまい

りたいと考えておりますので、

原案どおりとします。 

② 

 

  



6 

(二酸化炭素排出量) 

No. 頁 提出された意見 市の考え方 
反 映

区分 

11 P1 

プラスチックごみを燃やせ

ば、必ず二酸化炭素が発生しま

す。地球温暖化を加速すること

になります。 

家庭から排出されたトレイ類

は焼却処理する一方で、事業系

の廃プラスチックは法に基づき

受入規制を行ってまいります。 

また、家庭系のトレイ類を焼

却処理することで二酸化炭素は

発生しますが、現在のトレイ類

は主に九州でケミカルリサイク

ルがなされており、指定取引先

への運搬や、還元剤として実質

焼却されており、二酸化炭素が

発生しております。 

そうしたことから、リデュー

スを徹底し、プラスチックごみ

の発生量を減らすことが一番重

要であると考えております。 

④ 

12 
P34 

概要版 

新施設での焼却処理でのCO2

発生量12,272tは、令和３年度焼

却処理量17,847ｔをもとに出し

たものか。 

 

新施設での焼却処理での C02

発生量は、令和３年度の焼却処

理量ではなく、計画書 P34 に記

載している通り、平成 30 年度の

焼却処理量実績をベースにトレ

イ類を移行させた量で試算して

います。 

④ 

13 
P34 

概要版 

令和12年度17,051ｔに減少し

た場合のCO2発生量はどれだけ

と予想するのか。 

令和 12 年度の目標設定時の

焼却処理量で計算した場合は、

事業系の廃プラスチック類の規

制によるごみ減量効果などによ

り、平成 30 年度時点の二酸化炭

素排出量より少ない量となりま

す。 

④ 
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No. 頁 提出された意見 市の考え方 
反 映

区分 

14 
P34 

概要版 

守山市におけるCO2削減率は

１％。指定取引先のC02発生分を

含めて17％削減とすることをも

って、今回のごみ処理方針の変

更が「地球環境への貢献」とい

うことは、市民の納得は得られ

ない。焼却することそのものに

よるCO2発生が増えることは事

実。少なくとも「地球環境への

貢献」という表現はやめるべき。 

二酸化炭素発生量が抑制でき

ることに加え、新施設は最先端

の技術を導入し、排ガスについ

ても法規制値よりもさらに厳し

い自主規制値を設け、環境保全

に最大限配慮を行ってまいりま

す。焼却処理することを地球環

境への貢献と表現しているわけ

ではなく、こういった施設の機

能面に関しての説明であり、原

案どおりとします。 

② 

 

(ごみ量の目標値設定) 

No. 頁 提出された意見 市の考え方 
反 映

区分 

15 
P63 

概要版 

再資源化率25.3％を目標の具

体的取組み（①雑がみ分別徹底

②マイバッグ運動推進③食品ロ

スをなくす…）記載の取り組み

では、25.3％目標は達成できな

いのではないか。(他１件) 

概要版には、主要な施策を記

載しております。本編 P73～78

記載の施策により、ごみ量を減

らし、かつ雑がみの分別徹底な

どで、ごみ量に占める資源物量

の排出量を維持することで、リ

サイクル率 25.3%達成に向けて

取り組んでいこうと考えてお

り、原案どおりとします。 

② 

16 
資P19 

概要版 

マイバッグ運動は定着してい

ます。これから30%削減は困難だ

と思います。【他１件】 

国内のレジ袋の流通量から考

えると１世帯あたり年間 571 枚

レジ袋を使用していることとな

り、令和２年７月１日から開始

するプラスチック製買物袋有料

化により、マイバッグの持参が

進んでいくと、実現可能な数値

と考えるため、原案どおりとし

ます。 

② 
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(ごみ減量施策) 

No. 頁 提出された意見 市の考え方 
反 映

区分 

17 
P72 

P73 

３Ｒの推進という主旨になじ

まないため、再資源化の項に「サ

ーマルリサイクル」を入れるべ

きではないのでは。 

審議会での議論を踏まえ、新

施設で新たに取り入れるサーマ

ルリサイクルについて適正に説

明するため、３Ｒの推進のなか

のリサイクルの項目に「サーマ

ルリサイクルによるごみ処理」

という施策を記載しておりま

す。本文には、リデュース、リ

ユースを実施した上で、排出さ

れたごみについて、サーマルリ

サイクルによる処理を行うもの

と記載しており、原案のとおり

とします。 

② 

18 P72～P78 

分別回収してきた「トレイ類」

「破砕ごみの約7割」が焼却ごみ

になることで、ごみ減量意識の

低下が懸念される。それでも再

資源化率25％維持目標達成のた

めのごみ減量化施策をもっと太

く打ち出すべきではないか。具

体策に、数値目標を記載すべき。 

数値目標とリンクする施策つ

いては、数値目標を記載し、よ

り分かりやすくごみ減量化施策

を打ち出すこととします。(例 

雑がみ分別徹底【焼却ごみ 10g/

人・日減】) 

① 

 

(ごみ袋の料金) 

No. 頁 提出された意見 市の考え方 
反 映

区分 

19 P69 

・ごみ袋代の引き上げは絶対に

やめていただきたい。 

・ごみ袋の料金を明示してくだ

さい。 

指定ごみ袋の料金は、「守山市

廃棄物の減量および適正処理な

らび環境美化に関する条例」で

定めております。市民の皆様の

負担を考慮するなか、今後適正

に算定してまいります。 

④ 
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(ごみ集積所) 

No. 頁 提出された意見 市の考え方 
反 映

区分 

20 P69 

現状の分別方法で、市民は努

力し、何ら変更を求めてはいま

せん。市の方針変更によって集

積所不足となる事象が発生して

いるのだから、増設費用は、全

額市負担であるべきです。その

考え方と、具体的試算を明らか

にして、早急に説明をしていた

だきたい。 

分別区分の見直しに伴う、集

積所の増設等にかかる負担のあ

り方につきましては、早期に決

定し周知してまいります。 

ただし、先ずは、できる限り

既存のごみ集積所に排出頂ける

よう、３Ｒを推進し、排出抑制

を図って頂くことや、奥から詰

めて排出いただくことなど市民

の皆様への協力をお願いしてま

いります。 

④ 

21 
P69 

P79 

焼却ごみとトレイ類を一緒に

排出することにより、ごみ集積

所の規模が狭隘となり、集積所

近くにごみが散在することが懸

念されます。新分別への対応に

あたり数千万円の改修費用が見

込まれ、不必要な経費を自治会

と市が負担しなければならない

ことになるため、従来通りの方

法でごみ分別を行い、排出すべ

き。 

分別変更により、トレイ類収

集に要する費用や指定ごみ袋の

作成費用などが節減でき、長期

的な視野では、集積所の改修に

要する費用の方が経費面でもメ

リットがあると考えます。そう

したことから、今日までの分別

を維持し、トレイ類を焼却ごみ

と別に収集することは考えてお

りませんので、原案どおりとし

ます。 

② 

22 ― 

既に数か所の集積所において

実証実験を行なっていますが、

いずれも支障のない集積所が多

く実態とかけ離れている。 

実証実験は、影響が懸念され

る集積所でも実施しておりま

す。 
④ 
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(安全処理) 

No. 頁 提出された意見 市の考え方 
反 映

区分 

23 ― 

今回の計画には、ダイオキシ

ンや水銀、鉛など規制値が示さ

れていません。計画に記載して

ください。 

計画書の参考資料に、新環境

センターの排ガス基準値の資料

を加えます。 
① 

24 ― 

焼却灰には、ダイオキシンや

重金属等の有害物質が含まれて

いることがあると聞いていま

す。焼却灰の検査を行って市民

に公開することを計画に盛り込

んでください。 

焼却灰についは、大阪湾広域

臨海環境整備センターへ搬入し

ておりますが、搬入においては

同センターとの契約に基づき、

成分分析を行い、受入基準を遵

守していることから、原案どお

りとします。 

② 

 


