
1  粗大ごみ戸別有料収集導入について
番号  ご意見等の内容  市の考え方

1-1
 　環境負荷を抑えるために非常に効果的な事業でありますので制度導入に向け検
 討を進めていただきたいと思います。こういった取り組みは全国的に広がるので
 はないかと思います。

1-2
 　今まで2カ月に１回だったのが、電話をかけたら家まで引き取りに来てくれる
 ので家にずっと置いておかなくていいのが良いと思います。有料化になればごみ
 の量が減ると思います。（同旨３件）

1-3  　一定の費用がかかるのは仕方がないと思います。（同旨２件）

1-4  　年寄りの世帯では、ごみ出しの労力が軽減される。（同旨３件）

1-5  　ごみステーションがすっきりするので賛成です。（同旨２件）

1-6
 　年に１回だすかどうかなので、これくらいの料金ならば経済的な負担にならな
 い。

1-7  　申請して家の前まで取りに来てくれると、有料であっても非常に助かる。

1-8
 　高齢者だけの家では粗大ごみはほとんどありません。若い世代の所帯でも、２
 カ月に１回必ず出るものでもありません。ごみの減量に繋がるのであれば、他の
 多くの市町でやっているので加古川市でも始めるべき。

1-9

 　粗大ごみの処理にお金がかかるので有料化にするという、根本的な考え方はあ
 る程度理解できますが、粗大ごみは可燃ごみと違い、壊れたり、使いにくくなっ
 て仕方なく買い替えるものが多く、処理にお金を取られるならもう少し使おうと
 いう性質のものではないため、ごみ減量に多大な効果があるとは思えない。

1-10  　有料化までして本当にごみの減量ができるのか疑問です。

1-11
 　お年寄りや急ぎの人のために戸別収集があってもよいとは思うが、これまでど
 おりの２ケ月に１度の無料収集も残してほしい。粗大ごみの収集が有料しかなく
 なるのには反対です。

1-12
 　有料化には反対ではないですが、ステーション回収も継続して実施してほし
 い。戸別収集の半額等の対応もしてほしい。

1-13

 　粗大ごみ収集ステーションの廃止は困る。ステーションは残して無料収集は残
 して欲しい。ステーションに持ち込めない高齢者家庭等の場合は有料もやむを得
 ないと考えるが、町内会では場所の指定・掃除当番等も決めて取り組んでいる。
 無料収集有料収集の併設を希望する。

 「粗大ごみ戸別有料収集の実施について」に関するパブリックコメントの実施結果について

 　計画している粗大ごみ戸別有料収集（※以下「本事業」と表記します。）の実
 施について肯定的な意見として受け止めさせていただきます。貴重なご意見とし
 て今後の事業展開に当たっての参考とさせていただきます。

 　他市の多くの事例では本事業実施により、前年度に比べ概ね80％以上の粗大ご
 みの排出量が減っております。本市でも約２,０００トンの粗大ごみが減量でき
 るものと考えております。ごみ減量の動機付けのためにも、本事業は、推進すべ
 きであると考えます。ご理解とご協力をお願いします。

   本事業は、粗大ごみを出しにくい方の利便性の向上が図られるだけでなく、排
 出量に応じた負担の公平性の確保及び市民の意識改革によるごみの発生抑制等に
 有効な手段と考えられ、 すでに本事業 を実施している他市でも減量効果が確認さ
 れています。 なお、 無料のステーション方式の併用を実施してしまうと、減量効
 果が薄れてしまいます。 確実なごみ減量のためには戸別有料収集のみで推進すべ
 きであると考えておりますので 、ご理解とご協力をお願いします。



1-14

 粗大ごみのごみステーション収集の廃止には反対です。市では各種ごみの減量に
 向け、様々な対策をとり、大半の家庭ではその対策に従い、減量に努めていま
 す。粗大ごみはこれまでより、２カ月に１回でその種類も細かく説明されてお
 り、ごみステーションでの無料収集が無くなることは、市民サービスへの大きな
 低下だと思います。高齢者家庭等、戸別収集の利便性は理解できますが、無料収
 集を無くさず、低料金を望みます。

1-15
 　有料化に反対です。月１回は無料とするなどしていただきたい。他市では月１
 回無料で○曜日と決まっていました。また処理券ではなく、整理番号と名前をビ
 ニールなどに貼ってごみ出ししました。

1-16
 　ごみの収集は、市民が快適に生活する最低限のサービスであり、市が税金で賄
 うものであると思います。従いまして、地域で協力し、一箇所にごみを集め、地
 域住民でゴミステーションの管理をし、現状と同じような運用を切望します。

1-17
 　現状とおりステーションで収集できるシステムを実施していただきたい。有料
 化に反対。

1-18  　今までどおり無料で指定の場所に出す。（同旨５件）

1-19
 　ごみ収集は市の住民サービスの一環であり、住民に負担を求めるのは本意では
 ない。

1-20
 　粗大ごみの有料化はやむを得ないが、単なる「増税」「住民負担の増大」にな
 らないように配慮が必要。

1-21  　粗大ごみを処理していく上でどんなシステムになるのか。
 　本事業は、粗大ごみを出したい時に電話申込みを行い、収集日を決め処理券を
 購入いただいた後、ご自宅前等に粗大ごみを出していただき、立会いなしで収集
 する制度です。

1-22
 　安易な有料化の考えには反対。そのための人手・手間・費用をきちんと検討し
 た上での内容なのか。

 　本事業の計画は、平成24年度より調査、研究等を行い進めてまいりました。他
 市の先進事例も参考に検討を続け現在に至っています。そのような中で、ごみの
 排出量に応じ一定の負担をしてただくことで公平性を確保し、また利便性の向上
 や市民のごみ減量に対する意識改革につながることなどから、ごみ の発生抑制等
 に有効な手段と考え、本事業を推進すべきであると考えております。

1-23  　一時保管場所がないので、従来通りの指定場所としてください。
 　受付時に十分に聞き取りを行い、収集場所や収集方法を決定いたします。基本
 は自宅前での収集となりますが、困難な場合は自宅前以外での収集 を検討しま
 す。

 （前述と同様）



1-24

 　手続きが不便で、市民の立場に立っていない。電話受付時間も平日のみの固定
 の時間だし、民間の販売店で券を購入というのもおかしい。料金も高く、玄関先
 にごみをだすのも放火や持ち去りの危険が多く、現状のままのごみステーション
 回収を存続希望します。

 　市民の方が利用しやすいよう手続きもできるだけ簡素化したいと考えていま
 す。電話での受け付けは平日(祝日も含む）だけですが、FAXやインターネット受
 付も検討しています。料金設定については、収集に係る経費を算出し、過大な負
 担にならないよう、経費の一部をご負担いただくようにしております。券の販売
 についても市民の利便性の向上をはかるため、コンビニ等身近なお店で購入でき
 るよう考えています。
 　また、持ち去り等を防止するためには、前日に ごみを出すのではなく、 当日の
 朝に出していただくようご協力をお願いします。

1-25  　粗大ごみ収集費用を市民に明確に広報等で提示する。
 　ごみ収集に関する経費等については、今後も広報誌や市ホームページ等を通
 じ、市民にお知らせしてまいりたいと考えています。

1-26  　有料化・煩雑な手続きは避けるべき。

 　戸別収集の申込みから収集までは、できるだけわかりやすく制度を整え、また
 広報かこがわで のお知らせやパンフレットなどを配布に加え、町内会等を通じ説
 明会を実施することなどで充分周知したいと思います。
 　財源確保のためではな く、ごみの減量化とごみの排出量に応じ一定の費用を負
 担していただくことで公平性を確保することを目的としたものですので、ご理解
 とご協力をお願いします。

1-27
 　希望するタイミングで引き取ってもらえるのはありがたい。聴覚や言語に障害
 がある方が申込みする際に、電話以外の申込み方法として、メールやＦＡＸなど
 でも受付ができるよう配慮してもらいたい。

 　申込みについては、電話申込みを基本としていますが、インターネット受付や
 ＦＡＸによる申込みも検討します。

2  排出方法について

番号  ご意見等の内容  市の考え方

2-1
 　高齢化に伴い粗大ごみを搬出しようとしてもできない状態の人たちはどうすれ
 ばよいのか。その場合において、誰に連絡しどうすればよいのか。数量的なこと
 はどうなのか。（同旨２件）

 　自宅前等に運ぶことができない場合は、親族や近隣の協力者の方の手助けをお
 願いするなど各世帯で工夫をお願いします。
 　申込み点数は、1日で多くの世帯の戸別収集を行いますので、トラックの容量
 から一回に３点程度の予定です。

2-2

 　家の前は車１台が通ればギリギリの道幅しかありません。
 広い道路まで出すという事は、結局今のごみステーションに運ぶのと同じになり
 ます。それなら、今までと変わりません。
 玄関先に置く人と同料金は不公平です。ごみを減らさないといけないなら、せめ
 て１家庭3個までは無料、以降は有料位は出来ないでしょうか？玄関先に置く人
 は1個から有料でも仕方ないですが・・。
 また、家の前に出されると邪魔です。（同旨３件）

 　車が入れないような狭い道でも、道路側に面した自宅敷地内も考えられますの
 で、受付時に十分に聞き取りを行い、 邪魔にならないよう収集場所や収集方法を
 決定いたします。なおいつでも希望する日にごみを出せるというのもこの制度の
 利点です。
 この制度は、ごみの減量化とごみの排出量に応じ一定の費用を負担していただく
 ことで公平性を確保することを目的としておりますので、ご理解とご協力をお願
 いします。



2-3
 　粗大ごみ搬出票には、氏名の代わりに番号記載のみでも可としていただきた
 い。

2-4
 　粗大ごみに添付するチケット代の判断に悩む住民が出てくる。また、手順が複
 雑である。今でもビンや缶、紙等分別しないままのごみがあり、これらの人は市
 の指導に従うとは到底思われない。

2-5  　収集日時に仕事等でいない場合はどうなるのか。

2-6  　ごみ収集車が密集住宅内に入ってこれるのか。
 　車が入れないような狭い道でも、道路側に面した自宅敷地内も考えられますの
 で、受付時に十分に聞き取りを行い、収集場所や収集方法を決定いたします。

2-7  　各個人宅回収はいつ来るのか。都合は聞いてくれるのか。
　 収集ルートの状況や交通事情の関係もありますので 収集時間のご指定はお受け
 できません。

2-8  　一軒家ですが、家の前には出せるものと、出したくないものがある。

　 本事業を利用されない場合は、処理施設へ自己搬入するか、許可業者に収集を
 依頼していただく方法があります。処理施設へ自己搬入の場合、家庭ごみは10kg
 あたり80円の処理手数料となり、許可業者へ依頼する場合は、処理手数料と収集
 運搬の料金を支払う必要があります。

2-9
 　家の前にとりにくるのはありがたいが、場合によっては交通渋滞が起こる。現
 在でも、ごみ収集車の作業中の危険性等道路事情も考える必要がある。（同旨３
 件）

 　収集時間が午前8時から午後3時までであることを考慮し、受付時に十分に聞き
 取りを行い、できるだけ付近に影響のないような場所を収集場所として決定いた
 します。

3  手数料の水準について

番号  ご意見等の内容  市の考え方

3-1

 　粗大ごみ戸別有料収集について基本的に賛成します。粗大ごみを収集場所まで
 運ぶ手間が無くなりありがたい。しかし市民に負担を求めるなら一律に求めるの
 が平等なのでしょうか。いくら数百円の負担とはいえ年金生活者と一般生活者と
 では大きな違いがあるのではないでしょうか。

3-2
 　現在の市町村民税総額に対する、現行「粗大ごみ収集費用の半減」の比率を算
 定し、比率分市町村民税を軽減する。

3-3
 　ごみ処理は、処理手数料の分も支払う必要があるのでしょうか。運搬経費の一
 部負担はわかりますが、他のごみが全く無料なのに粗大ごみだけ処理経費の負担
 をするのはいかがなものでしょうか。

 　手数料の金額は、 受付業務や収集運搬経費を算出し、その一部を利用者に負担
 していただくよう設定しておりますので、処理費用は一切含まれていません。

3-4

 　料金体系をもう少しどうにかして欲しい。もの干しざお１本でも長さでされて
 しまうと、1200円もかかってしまう。家庭菜園のくいも１本ごとに800円1200円
 かかるのはいたいです。また収集時間が8時から15時で時間未定だと近所に迷惑
 がかかるので、もう少し時間を決めてほしい。

　 金額区分は、できるだけわかりやすい方法で「長さ」を基準としております。
 もの干しざお等長尺ものの排出方法については今後検討します。金額設定につい
 ては、チラシ，広報等でお知らせします。
 　収集については、収集ルートの状況や交通事情の関係もありますので、収集時
 間のご指定はお受けできません。

 　受付時に十分に聞き取りを行い、収集場所や金額を決定いたします。受付番号
 と処理券の購入金額も受付時にお伝えしますので、その後、収集日までに小売店
 で必要な金額分を購入し、処理券に受付番号を記入するような収集方法を考えて
います ので氏名の記入は必要ありません。また当日、処理券を貼った粗大ごみを
 決定した場所に出していただければ、立会いは不要としております。
   戸別有料収集制度を含めて、分別への協力について、広報誌やチラシなどで十
 分に周知いたします。

 　粗大ごみ戸別有料収集の金額設定については、 受付業務や収集運搬に 係る経費
 を算出し、過大な負担にならないよう、経費の一部をご負担いただくようにして
 おります。ご理解いただきますよう、お願いいたします



3-5  　金額的にはいくらぐらい。範囲がわからない。

3-6  　料金の算定が難しいのでは。一般ごみも有料が多くなっている。

3-7  　費用はできるだけ安いのがよい。

3-8
 　有料になると、料金が高く出せない方が増加するのではないか。年金で生活し
 ている方には苦しいのではないでしょうか。

3-9
 　粗大ごみ収集有料化の際の費用案が、いささか高額である。30％程度の減額が
 必要である。

4  減免について

番号  ご意見等の内容  市の考え方

4-1  　家庭も財政難なので市の助成をお願いしたい。

4-2  　低所得者世帯などへの減免はあるか

4-3

 　弱者対策として、対象者の申請により年間数枚の粗大ごみ処理券を配布しては
 いかがでしょうか。悪用防止のため、申請時に記名した券を配布し、悪用した家
 庭には追徴料金を頂くなど罰則規定をしっかり作れば本来の趣旨が守られると思
 います。細かな弱者対策があってこそみんなが住みよい加古川市だと思えるので
 はないでしょうか。

5  周知方法について

番号  ご意見等の内容  市の考え方

5-1
 　Q＆Aを作成し、１年間の周知期間で事例を紹介してもらいたい。購入したゴミ
 処理券が実際の粗大ゴミのサイズと違っていた場合など。

5-2  広報かこがわ等を通じ周知徹底するのがよい。

5-3  　制度移行前のＰＲをしっかり実施願いたい。

5-4
 　これまでのステーション回収が定着しているのに、有料化云々より、回収シス
 テム変更の徹底が大変なのではないか。

5-5  　従来のごみステーションの運用はどうなるのか。
 　従来の2ヶ月に1回の粗大ごみ収集日については、資源ごみの収集の日程を増や
 すなどステーション活用を今後調査、検討していきたいと思います。

5-6
 　自治体の要請、お願い、指示に反発する若者が多数みられ、粗大ごみ有料化は
 無視される。有料化が決まっても今までどおりごみ集積場に投棄すると思われ
 る。

　 本事業の趣旨や制度の周 知については、機会を捉えて広報、市ホームページ等
 を活用し、丁寧に実施していく予定です。

　 金額区分は 、「長さ」を基準とし、できるだけわかりやすい方法で設定すると
 ともに、可能なかぎり利用者の方の負担が少ない金額となるよう再検討します。
 なお決定した金額については、チラシ，広報等でお知らせします。

  本事業は、ごみの減量化とごみの排出量に応じ一定の費用を負担していただく
 ことで公平性を確保することを目的としておりますので、排出にあたり助成制度
 は考えておりません。なお、手数料減免は、生活保護世帯や災害罹災者を予定し
 ています。

 　粗大ごみ戸別有料収集の申込みから収集まで、できるだけわかりやすく制度を
 整え、広報かこがわでのお知らせやチラシ の配布、また町内会を通じて説明会を
 実施するなどして充分な周知を行ってまいります。



6  ごみ減量化施策について
番号  ご意見等の内容  市の考え方

6-1
 　「状態の良い家具等について市民の方への提供を検討」について、ごみの減量
 が最重要であるなら、市民への提供に関して具体的な事業として示す必要があり
 ます。できれば、同時に実施することが望ましいと思います。

6-2
 　粗大ごみのリサイクルに行政も取り組むべきである。東京都豊島区のように行
 政全体で粗大ごみリサイクルに取り組むか、住民からの相談に対応して、引き取
 りをしてくれる業者を行政が探すサービスを実施する。

6-3

 　近隣市が粗大ごみ戸別有料収集を行っている中、また、市税による処理費用の
 膨大化などを考えると有料になるのは仕方ないことかもしれません。リデュー
 ス、リユース、リサイクルについてもっと議論すべきではないか。現状では、粗
 大ごみの収集日に業者らしき人が軽トラックで巡回し、勝手に持ち帰っている状
 況です。有料収集後、リサイクルセンターでの再利用も検討されているみたいで
 すが、どういった判断基準で再利用されるか不明です。部品だけを利用すること
 により再利用することで、ごみを減らすことも可能ではないでしょうか。

6-4
 　処分することを前提にするのではなく、まずは、リサイクルセンターに持ち込
 み、リデュース・リユース・リサイクルを前提とした仕組みづくりを検討してい
 ただけないでしょうか。

6-5

 　近隣の加古郡リサイクルプラザのようにリサイクルを前提とした取り組みを行
 われているところもあります。ベビー用品の無料貸し出しなどは大変好評のよう
 です。他市には無い、さすが加古川市と言えるような取組を検討お願いいたしま
 す。

6-6
 　ごみを出させないことによる削減ではなく、再利用、再生利用し循環していく
 ことで、ごみを減らしていくことが大事である。

6-7
 　リサイクルショップなどでの買取を利用する人が増えると思いますが、資源の
 再利用という点ではゴミの減量にもつながるので、そのような場合の特典などが
 あってもいいかと思います。

 　計画している本事業に肯定的な意見として受け止めさせていただきます。

 　ごみ減量に対し貴重なご意見をいただきありがとうございます。本市では、各
 家庭にある不用品を「譲りたいひと」、「譲ってほしいひと」をつなぐ情報誌
 「ばとん」事業を実施しております。この事業のさらなる周知を図り、再利用の
 推進を進めたいと思います。また、戸別有料収集で収集した状態の良いものも再
 利用できるシステムの構築を図りたいと思います。



6-8

 　ごみを積極的に生かすことを考えるべき。リユース＆リサイクルで不要なモノ
 と欲する人を結ぶ場を作る。超格安ショップを運営し、ごみをお金に換える。
 ①粗大ごみの区分を変更する。リサイクルの見込まれるものはリサイクルセン
 ターへ持参。②収集場所を市内３ケ所程度設置し、原則各自持ち込むこととす
 る。持ち込み困難な場合は受付センターへ連絡し回収してもらう。回収費用とし
 て一律300円負担とする。③収集したものに値段をつけ販売する。安価であるこ
 と。手間をかけず、売り切り、在庫を抱えない。市民価格を設ける。例えば、町
 内会費を払っている世帯や、ゴミステーションに立ち会っている世帯等に割引券
 を配布する。④一定期間変動のない売れ残りは、リサイクル業者によるセリ。⑤
 残り物は分解・解体して資源にする。販売あるいは処分。
 メリットとして、収集費用の削減、無料引取りによるごみの持参徹底、不法投棄
 の抑止、雇用・ボランティアの拡大、モノを循環させることでごみの削減、リサ
 イクル業者等による無断持ち去りの抑止、販売に伴う売上、回収費用による増
 収、分解解体することでごみの処分費用の削減。

 　貴重な意見として、今後の事業展開に当たっての参考とさせていただきます。

7  不適正排出・不法投棄について
番号  ご意見等の内容  市の考え方

7-1
 　不法投棄（処理票の配布無し、不備）者への啓蒙・指導をしっかりやっていた
 だきたい。

7-2

 　山や川に不法投棄が増える。他の市で実施して減量効果があったっていって
 も、単にその市で出さず、他の市に持っていって捨てているだけ。ごみステー
 ションに勝手にだす人が出てくるし、貼ってある処理券をはがして自分のに付け
 る人がでてくる。粗大ごみ戸別有料収集を実施してほしくない。

7-3
 　有料収集は反対。ごみの減量についてはできるだけ協力していくべきですが、
 有料になると不法投棄が多くなる心配、ごみ屋敷が増える心配があります。

7-4
 　やめてください。ただでさえ、加古川の川が汚いのに、夜中とかに捨てる人が
 いるに決まっている。「住みやすい加古川」が住みにくい加古川になりますよ。

7-5
 　不法投棄が増えてくると思います。投棄者の罰則や不法投棄しやすい場所の管
 理者への規制等の対策も宜しくお願いします。（同旨３件）

7-6
 　公共施設に勤務していますが、建屋周囲や特に駐車場に不法投棄が多々ありま
 す。これが有料になれば更に多くの不法投棄が必ず発生します。強力な対策を講
 じた上で、有料化を実施していただきたい。（同旨２件）

7-7
 　粗大ごみの減量効果について、正規回収量は減るかもしれないが、その分、不
 法投棄に回ったり、燃えないごみに回ったりで、それらを含めた全体の排出量は
 あまり減らないのではないか。これらの数字も示して頂きたい。

7-8  　制度変更によって不法投棄が増えることが懸念される。

　 本事業の趣旨については、広報かこがわでのお知らせやチラシの配布、また町
 内会を通じて 説明会を実施するなどして充分な周知を行ってまいります。

　 他市の事例では、不法投棄の件数が目立って増えたとの話は聞いておりませ
 ん。本市では、過去に不法投棄があった場所には、警告看板を設置し、また日中
 パトロール及び夜間パトロールも実施するなど、不法投棄対策に取り組んでいる
 ところです。制度導入後も継続してパトロールを実施し、関係機関とも協力しな
 がら不法投棄の防止に努めていきます。
 　また、ごみ収集量も随時公表していきます。



7-9
 　ごみにお金をかけたくない人は、燃えないごみの日に粗大ごみを出したり、不
 法投棄をする人がいると思います。

7-10
 　搬出票を貼らずにゴミステーションに搬出された場合、自治会が困ることにな
 ります。この場合、自治会の負担無く、市が回収することにしていただきたい。

7-11
 　有料化に伴い、不法投棄の増加する。今でも町内のゴミ集積所にタイヤ、電
 池、テレビ、冷蔵庫等が不法に投棄され、その処置に困惑している。

7-12
 　有料化を取り入れている他市の状況として、不法投棄などの件数の変化や対策
 をされている事例があれば知りたい。

　 他市の事例では、不法投棄の件数が目立って増えたとの話は聞いておりません
 が、先進他市の対策等については、今後も調査研究してまいります。

7-13
 　ごみステーションなどでも見られる場面で、勝手に粗大ごみの回収をしている
 業者がありますが、自宅前へ出したものを盗られてしまうなどが心配されます。
 日時の調整をしているのに粗大ごみが無くなっているなど。

 　現在、ステーションを中心に持ち去り防止パトロールを実施しておりますが、
 新しい収集制度に応じた実施方法が可能かどうか検討していきたいと考えていま
 す。

８  その他
番号  ご意見等の内容  市の考え方

8-1  　指定ごみ袋の導入。当然ごみ袋は無料とする。

8-2  　生ごみは、ごみ袋を住民が購入か市から配布。有料でもよい。

8-3  　できるだけ安い袋にしてほしい。

8-4  　粗大ごみ有料化に見合う、住民税増税をするよう強く要望する。

　 本事業は、財源確保のためではなく、ごみの減量化と 排出量に応じた負担の公
 平制の確保を目的として一定の受益者負担をいただくものです。 ごみの発生抑
 制等に有効な手段と考えられ、他市でも現に一定の減量効果が確認されており、
 戸別有料収集は、推進すべきであると考えます。ご理解とご協力をお願いしま
 す。

8-5  　粗大ごみ収集の合理化を図る。特に収集業者の育成とオープン化。

8-6
 　粗大ごみの持ち込みに関して月曜日から金曜日だけでなく、土日祝日の対応も
 可能にしてほしい。また、8時15分から11時45分、13時から15時30分までの時間
 では会社員では対応できないため、時間の延長をお願いしたい。

8-7  　クリーンセンター、リサイクルセンターへの持ち込みを無償で続けるべき。

8-8
 　自己搬入についての取り扱いの記述がないが、有料化のことも含め改めて明示
 すべき。

  自己搬入等その他ごみの出し方やごみの減量に関しては、広報誌や市のホーム
 ページ等でお知らせしていますが、引き続きよりわかりやすい方法で皆様にお知
 らせしてまいります。

 　不燃ごみの収集日に明らかに粗大ごみに分別されるごみが出されていた場合、
 そのごみを収集せず、未収集の理由書を貼付し、その場に残して行きます。
 ごみステーション等への不法投棄については、ルールを守っている人とのバラン
 スをとりながら、自治会にはできるだけ負担の無いようパトロールの強化等、不
 法投棄の防止につとめます。

 　可燃ごみに関する指定ごみ袋の導入については、今後の検討課題と考えていま
 す。

 　貴重なご意見として今後の事業展開に当たっての参考とさせていただきます。



8-9
 現状粗大ごみの日に出している、蛍光灯・乾電池・敷物・寝具などはどのように
 出せばいいのか示してほしい。

 　粗大ごみの収集日と同じ日に収集を行っていた蛍光灯・乾電池の収集について
 は、従来どおりのごみステーションにて収集いたします。なお、収集カレンダー
 で収集日をお知らせします。また、敷物や寝具は粗大ごみですので戸別収集で申
 込みをいただいた後、収集いたします。

8-10

 　新在家陸橋下の駐輪場を利用するが、自転車がよく倒れており、乱雑な置き方
 に困惑している。床面を簡単な防塵舗装で平滑にして欲しい。現状はコブシ大の
 石がゴロゴロして自転車が倒れ乱雑で利用しにくい。通勤、通学で利用者の多い
 駐輪場であるが、何年も経つが一向に改善されない。

 　駐輪場所管課にご意見の内容をお伝えしました。

8-11
 　子供の教育に本当に真剣に取り組む気持ちがあるのか疑問です。冷房すべての
 学校についていますか。35℃の室温です。

 　教育委員会にご意見の内容をお伝えしました。


