
令和2年10月1日(木)～10月16日(金)

市政モニター50人(任期：R2.4.1～R3.3.31)

50人/50人(100％)

回答

1 1

2 4

3 24

4 21

●全員に伺います。

趣

旨

令和2年度 第2回市政モニターアンケート

「清掃センターへのごみの持ち込み」について

　富士宮市は、市民の方が清掃センターへ直接持ち込む家庭ごみを無料で
受け入れています。（事業活動に伴い出たごみは有料）
　しかし、ごみを直接持ち込みされる人が増え、多い日には200件以上にもな
り、周辺道路の渋滞や清掃事業者の作業の遅れなどの問題が発生していま
す。特に、ゴールデンウイークや年末年始などの大型連休や月曜日、土曜日
に集中して持ち込まれることが多くなっています。
　こうした課題について、皆さんのご意見を伺います。

　※清掃運動などの持ち込みは除きます。

問1 　あなたのご家庭で出たごみを清掃センターに直接持ち込むことはありま
すか。（当てはまるもの一つ）

ときどきある　（3か月に1回程度)

まれにある　　(年1～2回程度)

よくある　　　　(月1回以上)

ない

選択項目

実施日

対象者

回答率

※質問の趣旨に沿わない回答については集計結果には反映していません。
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●問1で1、2、3と回答した人に伺います。

問1-2　どのような時に、清掃センターにごみを直接持ち込みますか。

回答

パソコンの破棄や大きいものの破棄。

部屋の大掃除をした時です。
また、食器などガラス等が割れてしまい、危険物を家に置いておくと子ども
が触るため、直接ごみを持ち込みました。

大掃除をして、不燃物や粗大ごみが出てしまった場合。

大掃除等でごみの量が増えた時、置いておく場所がないのでセンターに持ち
込みました。

清掃車が来てしまい間に合わなかった時と、大掃除などでごみが大量に出た
時。

大掃除後

植栽の手入れ時

大型家具

大掃除をしたときとごみ捨て時間に間に合わなかったが、どうしてもその時
に捨てたいとき。

急な粗大ごみが出たとき。

家の中の断捨離、大掃除の時に出た不燃物が大量に出た時。

ごみの出し忘れや間に合わなかった時。休みの日に片付けや庭の剪定をして
枝や葉が出た時、粗大ごみや不燃物が出た場合。

清掃センターに持ち込むごみは不燃物ごみだけですが、収集日まで置いてお
くと邪魔になったり、ごみ置き場まで持っていくのが数回に分けてになりそ
うな時は一度で済むので直接清掃センターに持ち込んでしまいます。今のと
ころ可燃ごみは一度も持ち込んだことはありません。

1.市の年末の収集に間に合わなかったとき
2.植木の処理

植木の枝や葉が指定袋で5袋以上になったとき(20～30キログラム)。家の片
付け後の家庭ごみ。

大掃除や早く処分したいごみが出たとき。

年末、分別も面倒でとりあえず家のごみを持っていくと一度に片づくので。

１.定期のごみ収集時には難があるもの
（例）エンジン式刈り払い機
2.まとまった書類の焼却処分
個人情報的要素を含んだ書類等は直接持ち込んで処分して欲しい。

大掃除をした時にたくさんごみが出る時に持って行く。

年老いた両親の実家にある、使わなくなったもの、使えなくなったものを、
年1～2回程度搬入することがあります。
自分の都合で持ち込みをすることはありません。

定例のごみ収集に出すことが憚れる物を処分するとき。(布団類）
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回答

1 19

2 2

・断捨離で部屋を片付けた時に出た粗大ごみや不燃ごみがあった時。
・蛍光管等

引越しや大掃除後に大型・大量のごみが出たとき。

断捨離、季節の変わり目

多量のごみが出た時や、ごみ置き場に置けない大きな物があるとき。

壊れた家電などをまとめて処分する時など。

座敷テーブルが不要になったので、3帖用のホットカーペットを持ち込みまし
た。

引っ越した際に1度利用した。

粗大ごみが出たときです。

●問1で4と回答した人に伺います。

選択項目

知っていた

知らなかった

問1-3　清掃センターにごみを直接持ち込めることを知っていましたか。
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回答

今まで渋滞にあったり、待たされる経験がなかったが、今後ますます持ち込
み件数が増える様であれば、予約制にするのもやむを得ないかと思う。

問2 　清掃センターへのごみの持ち込みや持ち込む人の集中を減らし、渋滞や
待ち時間を減らすために、ごみの持ち込みを予約制にし、時間帯ごとの受
け入れ数を制限することについてどう思いますか。

清掃センターへのごみの持ち込みや持ち込む人の集中を減らし、渋滞や待ち
時間を減らすためには致し方ないとは思うが予約制よりも地域別とかにして
日程を決めてほしい。それか有料化にしては。

予約制には賛成です。清掃センター付近の渋滞緩和や待ち時間の短縮につな
がるのであれば、予約制にして制限をかけることはいいことだと思います。
更に言えば、その予約に関してアプリやネットで簡単に予約出来るシステム
があったら便利だなと思います。ただ、簡単に予約出来るシステムが構築さ
れても逆に簡単にごみが清掃センターで捨てられる気分になってしまう気も
します。もしごみそのものを減らす動きがあるならば逆効果にもなるかなと
も思います。各ごみ置き場で、ごみ出しのルールをもう一度見直して、生ご
み等の可燃ごみ以外は、収集日前日あたりに収集場所に置いてよい等変われ
ば、清掃センターへの持ち込みを少しは押さえられるのかなとも思います。
それと、ごみの出し方でもっと詳しく分かりやすい物があればいいと思いま
す。時々思うのですが、これはどうやって出そうかな？と迷う物がありま
す。ここの金具だけ切り取って可燃と不燃に分ければいいかな？とか、ほと
んど可燃ごみだけど、この一部がとれないから不燃かな？等、絵つきだった
り、こうやって出しましょう、みたいな分かりやすいものがあったら、ごみ
の量を減らす一歩にもなるのかなと思います。

●全員に伺います。

よろしいかと思います。

清掃センターの投入口が少なく、待ち時間が増え混雑が予想されるので、些
か不便を感じると思います。

今まで通り持ち込み出来るようして頂きたいですが、ご検討されている予約
の時間帯の幅や受け入れ数によると思いますが、市民が容易に出来るように
して欲しい。

良いと思います。少し面倒だな、と思う手順ですとごみの持ち込みは減りそ
うです。只、急に決まった引っ越し等は特例があった方が良いです。

良いことと思います。

必要ないと思う。

予約制にする事は賛成です。
インターネットから直接予約出来たり、予約状況を直接確認できるようにし
てもらえると助かります。また、インターネットから予約する事ができない
方用にも電話予約できるようにすると良いと思います。

基本的には良いと思うが、具体策はよく検討してほしい。web上で混雑状況
がわかり、予約もできるようにすることは必須と考えます。
単なる電話予約では困ります。

良い
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必要ないと考えます。予約の時間帯に必ず来るとも限らないので。
また、予約の管理業務も増えます。

予約制はとても良いと思います。数日であれば保管できるものもあります
し、都合の良い日に捨てに行けるので。

「決まった収集日まで家にごみを置いておくのがイヤだったから外出ついで
に清掃センターに寄って置いてきた」という話を聞いたことがある。
予約制にすれば『どうせ清掃センターに持ってくからいいや』と考える人は
減りそうだと思う。
その場合は、予約制になったことを知らず持ち込んだ人にどう対応するかが
重要だと思う。
予約なしでも受け入れてもらえたら、予約しなくても大丈夫だったと思う人
が現れそうだし、予約なしで受け入れてもらえなかったら、せっかく持って
きたのにと怒る人が現れそう。
そうすると結局トラブルの元なので、ゆくゆくは遺品整理や引っ越しなどの
例外以外では清掃センターでごみを受け入れられなくしてしまった方が無難
なのかもしれないと思う。

良いと思います。

大変良いと思います。

良いと思います。
自分は待たされた事がなかったので、その様な事情は知りませんでした。
混雑しているのであれば、考えるべきだと思います。

予約を取るのが面倒かなと思います。

今まで持ち込んだ時に、年末以外で混雑していたことはないので、予約制に
する必要は無いと思う。むしろ、すぐに持ち込めるところがいい点なので予
約制には反対です。

導入は良いが、予約の時間帯や日にち、時間帯の受け入れ状況をリアルタイ
ムでわかるようにしていただきたい。

１）賛成
２）但し、引っ越し等、理由があって予約日が一定期間内として欲しい場
合、特例が必要かも知れない。

作業の遅れが出るほどの問題ならば予約制にするのはとてもいい事だと思い
ます。

コロナもありますし、予約制で時間帯ごとの受け入れ数の制限はいいと思い
ます。

完全予約制にすると利用しづらいですが、時間帯ごとの制限はよいと思う。
渋滞や作業の遅れなどの実害が出ているので対策は必要だと思う。

交通渋滞の減少・搬入待ち時間の削減・混雑防止を目的とした予約制導入に
賛成です。

持ち込みが無料であれば当然やるべき施策である。
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遺品整理などでごみが大量にある場合、1日に何度も往復してごみを持ち込み
たいのに予約制だと少し面倒に思います。

サービスの低下により不便にはなるが致し方ないことだとは考える。ただ、
混んでいる時には地域ごとの受け入れ等分散化させる工夫はどうか。

仕方ないと思うが、ネット予約のみは止めてほしい。
電話予約もOKにしてほしいです。

清掃センターで働く人や、周辺の住民に迷惑がかかるなら予約制にすべきだ
と思う。

良いと思います。事前の予約（電話で）出来れば良いと思います。

制限はいいですが、それをちゃんと教えて欲しいです。
町内会に入っていないので、回覧板がないのでほとんど情報を知らないで
す。

混雑を避けるためには良いと思う。
でも30分くらいの余裕をもった時間でネット予約だけでなく、老人も出きる
よう電話予約が必要だと思います。

収集の日に当てはまらない物を持っていきます。とても助かっています。
・受入口を増やしたらどうでしょうか。
・不法投棄を無くすためにも今の形を続けて欲しいです。

コロナウイルス感染対策の効果があると思う。予約制はいいことだと思う。

私が持ち込んだときは私しかいなかったため、すぐ処理していただきました
が、年末などは集中するかもしれませんね。
待ち時間が多いと排ガスによる環境への悪影響も考えられるため、予約制は
良いかと思います。

予約制は大いに困ります。
ですが、曜日と市内エリアを紐付けするというのはいかがでしょうか。
例として、「不燃ごみ回収日が搬入してよい地域」とするとか。「仕事を休
んでの搬入は無理」という人は予約制とし、一律にはしない。
持ち込みの人はお年寄りが多いと聞いたことがあるのでこう考えました。

予約制にするのに電話でごみの数量を知らせることは、お互い大変と思う。
電話で量を把握するのは難しい。
地域別、区別で曜日を決めて持ち込むのはどうでしょうか？

渋滞に巻き込まれた経験がないので何とも言えませんが、敢えて答えるなら
ば事前予約制が宜しいと考えます。

わたしは賛成です。今コロナコロナと言われている中で制限をかけることで
密を避けることもできるし効率が良くなると思う。予約をしてこれだけの人
数と決めた人数だけを受け入れることでより作業が効率良くなると思うか
ら。またたくさんの人が利用できるため予約をした人はその次利用できるま
で期間を開けるなどしたほうがいいと思います。
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とても良いと思う。

渋滞の緩和や、待ち時間減少には良いことかも知れないが、予約が取りにく
くなったり、行きたいときに行けなくなる可能性があると思う。
集中して持ち込まれることが多い日に限り、予約制にしてはどうでしょう
か？

・予約制(日時等、電話かネットサービス)
・受付を業者と個人で分別(2ヶ所)できればもう少しスムーズに処理できると
思う。

予約制や時間制限を設けることに賛成です。
仕事をしている方には不便を感じることもあると思いますが、ある程度の制
限は必要に感じます。
また、地域別に日程を決めるのも一つかと思います。

いつでも行ける様に制限しないで欲しい。ただし、もしコロナの問題で密を
さけるためなら仕方ないと思います。

良い取り組みだと思う。

引越や不用品処分など、あらかじめ予定を立てて行うもので利用することが
多いと思うので、予約制にしても問題はないのではないかと個人的には思い
ます。
ただ、受入数は平日、土日などで変えた方がいいのではと思います。(土日に
ごみの持ち込み利用する人が多いのではと思うため）

やりにくい。

スムーズに持ち込みが出来そうなので良いと思う。
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広報紙、市からのメール、そして各ごみ置き場に張り出す等あるかと思いま
す。

・各家庭には事前に、チラシを広報等と同時に配布する。
・事業所には別途事前にチラシを配布する。
・憶測ですが、直接持ち込む人は複数回持ち込んでいると思うので、セン
ターにポスターでお知らせする。
・市役所ホームページのトップ画面に１か月ほど前から掲示する。

市の広報と町内会の連絡網を使いたいと思います。

広報紙やメール配信が効果的だと思います。

回覧板、市役所からの一斉放送、ごみ集積所へ張り紙等をして知らせる。

回答

回覧板、市内放送、ホームページなど。

お知らせしてもあまり効果はないと思う。有料にすれば減ると思う。

問3 　連休中や年末年始のごみの持ち込みの自粛はどの様な方法でお知らせす
ると効果的だと思いますか。

●全員に伺います。

予約制を広めるのは1つの解決策だと思う。

メディアの力を利用(特集など)してごみの減量を推進する方法も一つだと思い
ます。

広報ふじのみや

各地区のごみ収集置き場に張り紙する。まず、見ます。

ごみ収集所のホームページ、市役所や図書館等の公共施設やスーパーへの張
り紙、ごみ収集所に来た人へ自粛のお知らせを配る（予測される混雑期間を
避けて利用するように）。

同時無線広報で知らせる。

同報無線

年末年始など、休み期間に関する張り紙がごみ置き場に張ってくれていると
思うのですが、そこに自粛についても記載する。

広報ふじのみや、市内放送、市役所ホームページ

市役所HPと広報無線

清掃センターへの持ち込みと同じく『知らなったんだから』はトラブルにな
ると思うので、広報紙・広報放送・町の収集場所に張紙など。
どんな方法をとっても『知らなかった』はゼロにはならないので、減らすた
めに複数の方法をミックスしてお知らせするしかないと思う。
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前もって事前に計画的に出すように、または、おやすみの後のスケジュール
をアナウンスする。

広報やインターネット、町内会の案内で周知する。お知らせのポストインも
良いかと。

１）通常の収集場所への掲示。（現在実施していると思います）
２）広報紙での公知。

回覧板で回すのとホームページに記載するのがいいというかそれぐらいしか
ないような…

広報などでお知らせ

回覧板や広報富士宮

チラシ広告で各社各家庭に配布すること。

今まで通り、分別ポスターやごみ置き場での周知、広報紙と放送で問題ない
と思っています。

市の放送、広報で十分だと思います。

「連休中、年末年始は回収ごみのみで、持ち込みに対応をしません」と広
報、SNS、広告、YouTubeで発信をする。
自粛ではなく「持ち込み禁止」と発信をする。
「職員も休みたいのです」とあらゆる手段で訴える。

現在の様子、持ち込みが1日で200件以上もある、渋滞の様子を広報に折込
チラシの形で市民に知らせることが大事と思う。

２～３ヶ月前から余裕を持って、市の広報紙や地元の新聞を使用して周知を
図る。

わたしは広報ふじのみやをよく読むので広報などを通して目につくチラシな
どでお知らせしたら回覧板を使う。

広報ふじのみやとホームページ上での周知に加えて、各ごみステーションに
張り紙をしたらどうでしょうか？
(年末年始などに張られる回収のお休みを知らせる紙と同じように)

働いていない人や高齢の方については年末年始や連休中のごみの持ち込みを
遠慮していただくよう広報してはどうか。

・広報ふじのみや
・ごみの正しい分け方・出し方【保存版】
をもっと活用すれば、わざわざ清掃センターへ持ち込まなくても良いごみも
あると思う。
冊子はとても分かりやすいです。(50音になっていて)

市の広報でお知らせする。
連休や年末年始の1ヶ月前から清掃センターに看板を出したり、利用者にチラ
シを配る。

年間のごみ収集日程表に記載してあれば良いと思います。

・コンビに、スーパーにポスターを作って張る
・同報無線で言う(メールで受け取ることができる私は登録しているメール配
信)
・ごみ捨て場に張る
・広報ふじのみやには載るので、それは町内は見る。それ以外の人は上記に
書いた所で目にすると思う。
・ラジオエフで言ってもらう。
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広報に載せたり、回覧板で知らせたり、または放送するのが良いと思いま
す。

町内会から情報を共有する。

・広報
・ネット
・市役所への掲示
・各ごみ集積所への掲示等

収集日程表に赤枠などで目立つようにしたり、広報ふじのみやの紙面に2ヶ月
に1回くらい掲載するのも良いかもしれません。

広報や市役所のホームページ

広報

町内会の回覧板

広報、市からのメール、ポスター

不燃物のカレンダー
新聞をとっていない、現時点で自治会に入っていない世帯である我が家でご
み関連の情報を知れる唯一の方法のため。

「ごみ収集日程表」に記載する。

回覧板。放送聴きにくいから。

SNSの活用、ごみ捨て場への張り紙
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回答

1 15

2 22

3 13

例え処分料がかかっても捨てたい物があれば出します。それに、物によって
は処分料がかかるから止めておこうという気持ちにもなるし、私は賛成しま
す。市役所や公民館等でごみの処分料金チケットみたいな物を販売し事前に
購入しておければ、清掃センターでの支払い業務もスムーズにいくのかなと
思います。

受益者負担

本来なら行わなくても良い業務を行うのですから有料は妥当。その反面、不
法投棄が増える懸念もあると考えます。

「有料なら持ち込まない」という層が一定数いることは間違いないので、抑
止効果のひとつとして効果的だと思うから是非そうした方がいい。
もしも持ち込み有料化したら、その収入を何に充てるかは広報紙などで周知
する必要はあると思う。

有料になればごみはかなり減ると思います。もっと一人一人が環境問題を考
えられるようになると思います。

回答　(1 よい取り組みだと思う)

無料だから持ち込む人が多いと思う。有料にすれば持ち込む回数も減ると思
う。

問4 　静岡県内でごみの持ち込みの受け入れを無料で行っているのは、富士宮
市を含め5つの市町のみです。その他の市町では、ごみの持ち込みは有料
でごみの量により料金がかかります。
　例えば、三島市では、持ち込みごみに対して100kgまで1,000円、そ
れ以上は10kgごとに100円の料金が掛かります。
　この様に、ごみの持ち込みを有料にすることについて、どう思います
か。
（当てはまるもの一つとその理由）

選択項目

よい取り組みだと思う

無料のほうが良い

どちらともいえない

●全員に伺います。

市税が使われているのですから、少しでも不公平さを減らす為に、一定量か
らは有料で良いと思います。
しかし、有料にすると不法投棄は増えるのかと思います。

通常の家庭では、持ち込みが発生するのは特別な場合であろう。従って、上
記程度の金額では特に問題とはならないと考える。

ごみの自由の持ち込み無料は過剰なサービスであると考える。
ただし集まらないようにするようにする取り組みであればごみの量ではなく
一律1000円などの方が分かりやすくて良いと思う。

100kgで1000円は格安だと思う。
有料にすればごみを出す人が少なくなると思う。

有料にする必要があると思う。
有料なら持ち込まないで普通のごみ出しの時になるべく小さくして、小分け
にして出すようにすると思う。
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自宅で出たごみを処理するのにもお金や人件費がかかっているので有料にす
るのもいいと思う。有料なら何gなら何円とか量り売りの時みたいにその時の
gによって料金を変えるのがいいのではないかと思う。無料にするとみんな
よってたかってごみの持ち込みをするのではないかと思うから。

有料にするのは良いと思いますが、100Kg迄1000円という三島の取り組み
は、家庭ごみには多すぎませんか？
50kg500円位なら無駄に出さない工夫をすると思えます。
有料にした収入で職員を増やすとか、施設を充実させる為に使う。自分の家
のごみを責任を持って片付けることにつながるので、今の方法を充実させて
ほしいです。

就業者への税収を考えるとその税収を軽減できると思う。(荷物搬入時にみる
と、ほとんど日中持ち込みをするのが高齢者のため)

あまり高額にならない程度で設定するのも有りだと思います。
富士宮が無料という事自体認知されていない(知らなかった)住民が多いと思い
ます。
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回答　(2 無料のほうが良い)

ごみの輸送を市民が自主的に担っているのだから、できる限り無料の方が良
い。
また、有料にした場合、高齢者がごみを放置して、いずれ空き家のごみ屋敷
になる可能性があるのではないでしょうか。

無料で自分の都合で持ち込めるのは助かります。

新たな費用負担が発生し、家計を圧迫するため如何かと思います。

持ち込んだことはないが、無料であればよりごみをより減量しようという意
識が働く可能性がるから。

無料の方が本当は有り難いです。普段のごみ捨ても専用の袋使用にて無料な
ので。
年末年始等だけ有料にすることも考えられますが、困難かと思います…。し
かし、混雑や作業員のご負担の件を考えれば予約制にするだけでも混雑は回
避されると考えます。

捨てるものに対してお金がかかるというのは、今までの感覚からするとあま
り賛成できない。なので、富士宮市の取り組みには大変感謝している。
ただし、無料が故に持ち込み数も多いのだとすると、上記にあるように、予
約制にするのも一案かと思う。

不法投棄件数の増加が考えられるかと思います。

ごみ回収場所がいっぱいになったら回収してもらえない又は多くなってしま
う不安があります。持ち込みが制限されるのであれば決められた曜日の数量
が増えても回収して欲しい。それでも持ち込む必要があるならば料金の設定
は必要だと思います。

引っ越し時に、ごみの処理に困ると思います。コロナ影響で、所得が下がる
方が沢山います。今は、有料にすべき時ではないと思う。

今更お金を払いたくない。

無料にこしたことはない。

計量をどうするか。家庭内では持ち込み量そのものは少ない。
面倒である。(可燃ごみ、不燃ごみ等を分類した料金体系等発生しないだろう
かと思います。)

いずれは有料になりそうだけど、今は母子家庭でホントにお金がない。
1000円も無駄にできない。

不法投棄が増えると思います。

高齢者も多いと思うし、年金生活で支払うのは厳しいと思う。

無料がいいからです。

間に合わず日常の家庭ごみを持ち込むことが多いので無料がよい。
ただ、非日常的に大量に出た場合、処理にコストが必要ならば、大きさや量
により有料、というのはあってもいいと思う。
あくまでも処理にコストが必要ならば、ですが。

ごみ処理施設の運営に支障が出てるなど聞かれず、無料でごみが捨てられる
ものと周知されているから。

ごみにお金を払うの？って思ってしまうので無料のままがいいと思います。
有料だと不法投棄が増えそうですし。

ごみの不法投棄が増えそうなので無料の方がいいと思う。

有料にすると不法投棄がよりいっそう増えると思うから。

有料になると不法投棄が増えそうだから。
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回答　(3 どちらともいえない)

直ぐ出なく告知から最低3年先の期限付きから有料は仕方ない。ただし、引越
し、災害『火事」等でのごみは証明で無料。

少量のごみを持ち込み例えばパソコンなどのは無料でも良いのではないか。

三島市の例として、100kgまで1000円とありますが、持ち込み量10kg程
度でも1000円となるとそれは搾取です。
入退場で重量を計っているのですから、料金の細分化が実現できるのである
なら一律反対とは言いません。
100kg＝1000円なら20kgまで300円、60kg＝600円にするとか。
※あくまで例・提案です。

無料の方が良いと思いますが、ごみの減量化の推進を図る為には有料化は効
果があるのではないでしょうか。

今まで無料だったものが有料になると批判的な意見が多く出ると思われま
す。ですので、市民が納得できる説明が必要でしょう。
また、有料化の影響で不法投棄が増えるかもしれません。そのあたりの対策
もしっかりやらなければならないと思います。
特に富士宮は緑が多いので、いくらでも不法投棄が出来そうなので。
ただ、処理をするのもお金がかかるので、財政を圧迫する要因になっている
のであれば、有料化もしかたのない事ではないでしょうか。

持っていく側としては無料に越したことはないし、ただ有料化しても問題解
決になるとも思えないので、有料化するのであれば、混雑時以外日であれば
半額とか何か差をつけるなどした方がいいのかなと思います。

持ち込みごみは一般ごみとは性質が異なると思います。
ある程度の料金を徴収するのは仕方ないことかもしれませんが、清掃セン
ターの収支決算報告が分からないので、良く分かりません。

自分は利用していないが、量が多くても自分で持ち込むので、どちらともい
えない。

富士宮市民は無料のまま、他の市から来た人に対しては有料にしてもいいの
かなと思いました。

・無料の場合、リサイクルなどの意識が低下する可能性がある。
・有料の場合、不法投棄が増加する可能性がある。

実際に利用した際に無料であったことは有り難かったが、ごみの焼却費用等
が財政を圧迫する事態にあるのならば有料化もやむを負えないと思う。

ごみを大量に持ち込まれる場合は有料、少量なら無料で良い。

物を大切にしたり、ごみを減らすことを考えると有料にした方が効果がある
かもしれないが、有料にすることで持ち込まず不法に投棄されてしまわない
か心配です。
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回答

富士宮市は他市他県に比べて、ごみの分別も緩やかなので、出しやすいのは
確か。私の実家の横浜市は非常にごみの分別が細かくて、見ていても大変そ
うだ。
ごみの減量を考えた時、富士宮市もこの分別をもっと細かくすれば、結果に
繋がるとは思うが、今までこの生活に慣れていて、いきなりごみの出し方が
変わってしまっても戸惑う人も多いと思う。

有料にすれば持ち込む人は減ると思う。

清掃センターでのごみ計量、そしてサインのシステムがもっとスムーズに
なったらいいなと思います。ここ1年は捨てに行っていないのでもし変わって
いたら申し訳ないですが、車を一度降りてサインに行ってというのが効率的
ではないなと思っていました。計量とサインの場所を変える等改善もあった
ら嬉しいなと思います。それと、紙等のリサイクルに回せるものは回すとい
う徹底や声掛けももっとするべきだと思います。私自身は紙は紙でまとめて
出していますが、回りの友達や知り合いには紙なんて分別しないで可燃ごみ
に出しちゃうという人も多いです。例えば、市でちょっとおしゃれな紙の回
収袋等提案してくれたり配布してくれたらみんなの意識も高まるのではない
かなと。生活の中で紙ごみってわりと多いです。紙からリサイクルした紙袋
で、ちょっと大きくても生活の中に置いてもインテリアにもなりそうなくら
いの紙袋に紙は入れてリサイクルボックスに入れましょうってキャンペー
ン？取り組みをやってみてもごみそのものを減らす手にもなるかなと思いま
す。

収集ごみに関して。
・不燃物の収集日に該当しないごみが捨てられていることが有り困っていま
す。職員の方により、『ルール違反』の張り紙を張付してありますが、具体
的に何が違反か書いてほしいと思います。また、そのごみは、どの様に処理
したらよいのでしょうか？
各家庭に、ごみ収集日日程表が配布されていますが、お年寄りにもわかりや
すくしていただければと思います。カップ麺の容器の分別の間違いが多いで
す。

問5 　この他に、清掃センターへのごみの持ち込みやごみの減量、ごみの収集
などに関して、ご意見がありましたらお聞かせください。

●全員に伺います。

問いとの観点が違いますが、子供会などによる年1-2回の町内会清掃などを
学校などとタイアップして啓蒙の1つとしてやってみたら如何でしょうか。ご
みのない富士山都市にしていきたいですね。

家庭からの燃えるごみを有害なガス等を出さなければ家庭で燃やすことが出
来るようにしたら良いと思います。使用している容器にリサイクルマークが
ついてもスーパーなどで回収対象でなかったり発泡スチロールなどの緩衝材
はごみとして出すしかありません。
指定袋でなくても市販のビニールを可能として頂ければ少量のごみになる可
能性があると思います。
出た灰などについては、市道の材料に使うなどして欲しい。
清掃センターでの取り組みを広報やホームページに掲載して欲しい。

持ち込みごみが沢山あるのは、初めて知りました。
今の製品は、もちが悪いのも原因のひとつです。安かろう悪かろうで、気軽
に買い替えする生活にも問題があると思いました。

自分なりにごみの減量には務めている。

ペットボトルや瓶、缶も受け取りして欲しい
前に持っていったら収集所に出せと言って持って帰らされた
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私は県外出身なので、富士宮に引っ越して来て、ごみ袋が透明なことに驚い
た。袋が透明であることで、危険物や禁止物が混入する可能性は低くなるの
でよいと思う。
また、毎年配布される収集日案内のポスターに、何がどの種類のごみに当た
るかをイラスト入りで記載されていて、生ごみを減らすための工夫も記載さ
れているのもよいと思った。
（市のゆるキャラのさくやちゃんもかわいい）
今も既に記載されている「生ごみぎゅっとひとしぼり」はキャッチーでわか
りやすい。
子供になぜか？と聞かれて、生ごみはそのままだとかさばるし、水分が多い
ので燃やすのにたくさんのエネルギーが必要だからだと説明したことがあ
り、子供も納得してくれた。
また、現在富士宮市ではペットボトルごみの処理に困っているという話を聞
いたことがある。今年の夏は特に長期間に渡って暑かったので、ペットボト
ルごみはとても多かったと思う。
比例して不法投棄もとても多く感じた。
生きていれば必ずごみは出るので、みんながごみについて自分事だと思える
ように、どんなごみがどう処理されているとか、ごみが前年比でどのくらい
減った・増えたとか、ごみに関するさまざまな情報を周知してモラルに訴え
かけていくしかないと思う。

問題が深刻ならば、連休中だけは有料にする方法でも良いと思います。

チラシの発行をやめる

決められたもの以外をごみの日に出すのはルール違反だと思いますが、その
他にこうしてほしい、こうだといいというのが作業員の方側のお話があれば
知りたい。
細かいことですがたとえば私の地域のごみ収集場では奥からつめて置くため
に、ごみ袋を2メートルぐらいの天井まで山にしてつみあげてあります。入り
口の方はいつも高さに余裕があります。午前8時の締め切り時間を過ぎてもう
ごみ捨てる人もいないだろうって時間になってからわざわざ入り口付近のご
みを奥に置き換えている人を見ました。本当にそこまで必要なのか私は疑問
を持ちました。（ごみ収集場からはみ出ていなければ一度捨てたごみを触ら
れたくないと思いました）

ごみの減量=「人や物を大切にする心を育む」という理念で『もったいない運
動』の取組みを提案したいと思います。

ごみの収集場所について、各家庭によっては遠くにあり年寄りには
大変、近くにはできないですか

不燃物など出して良い物と出して悪い物とが、詳細にポスターに載せて貰い
たいです。

つい先日持ち込みました。
こうしていつでも持ち込めることを便利だしありがたいなぁ、とつくづく感
じたので、ぜひ現状のままでお願いしたいです。

フードロスを削減するために不要な野菜な果物をジュースにしたり、賞味期
限切れ間近の弁当を安く販売するように自治体が呼びかけるようにして生ご
みを減らす施策を打ち出してほしい。

こんなごみはどうするの？の質疑応答HPがあれば良いです。例えば使わな
かった花火は…。
既にあればごめんなさい。

いつもごみを回収していただいて感謝しております。
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不燃ごみ、粗大ごみの各集積所への定期循環を増やせられたら増やす等

普段のごみの日になるべく捨てられるようにしたら良いと思います。

いつもごみの収集有り難うございます。これからもよろしくお願い致しま
す。

収集されたごみのその後を知りたいと思います。
不燃物、かん、びん等がどんな所にどのような状態で処理されるのでしょう
か？
市で引き取ってもらえないようなごみの処理に困っています。油類、塗装な
ど、太い植木の枝、塗料が付着している容器等です。

私が利用しているごみステーションにシールが貼られて置き去りにされてい
るごみがたまにあります。(ルール違反のシール)
缶の中に瓶がはいっていたり、灯油入りのストーブなど。
ごみとして収集した後、それがどのような工程で処理されていくのかを知ら
ないので、そのような状態でごみに出してしまうのかなと思いました。
広報ふじのみやでごみが収集されて、どのような工程で処理されているのか
特集を組んで、周知してみてはどうか。
処理する現場の人の声が届けば、ごみの出し方も変わるような気がします。

ごみの事とは外れますが、二世帯で住んでいるので広報ふじのみやが手元に
届きにくいのです。送料自己負担で直接郵送してもらえると助かるのです
が。
広報ふじのみやにごみの現状を訴えてください。

清掃センターで働く人は、富士宮市の職員ですか？
もしそうなら委託できる仕事は委託業者に任せるべきだと思う。

プラスチックごみの問題について、意見交換した方が良いと思います。
我が家は脱プラスチックについて心掛けています。

WAONポイントがペットボトル、古紙、でもらえるように、ポイントがもら
えるようにしたらいいかも。

果たして、ごみは減らせるのでしょうか？人が生活し、経済がまわればごみ
は出ます。焼却炉はいくら延命してもいつかは寿命が尽きるでしょう。
有料化や各種制限が正解であるのか疑問です。
極論として自前の清掃センターを持たず、近隣自治体にお金を払って処理を
してもらうというのも一つの方法と考えます。
ここまですればごみは減るかもしれません。

持ち込む曜日を地域、区別にするのが良いと思う。
有料にすることが必要と思います。

ごみの分別をせずに出す人がいますが大抵そういう人は違う地区の人が通り
すがりに夜中に出したらしてるようなので清掃センターに持ち込む人はちゃ
んとした人なので有料無料関係ないと思いますがごみ収集場に変な出し方を
する人が有料にした事で増えるのが心配です。

私自身もごみの持ち込みを大掃除の時などを行っている
大型のごみや大量に出る場合は家に保管できないことも多くとても便利であ
るのでサービス自体は継続してほしいと考えている
しかし一方でキャパの問題や時期の集中化等がある場合は有料化や期間指定
も致し方ないことであると思う

ステイホームや断捨離、ミニマリストブームで処分する人が増えたのだと思
う。
個人の価値観になってしまうが、本当に欲しいものを購入して、永く大事に
使うことを心がけています。
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