
 

 

様式 

市民意見提出手続（パブリック・コメント）の実施結果について 

 

「宗像市一般廃棄物（ごみ編・生活排水編）処理基本計画（案）」について、市民意見提出手続（パブリック・

コメント）を実施しました。その結果は次のとおりでしたので、報告します。 

 

計画・条例案等の名

称 
宗像市一般廃棄物（ごみ編・生活排水編）処理基本計画（案） 

内容 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第 6条に基づき、宗像市一般廃棄物処理基

本計画を策定するものです。計画期間は、概ね 10 年間とし、5 年毎に改訂を行うこ

ととなっています。 

現行の計画（平成 18 年 3 月策定）は、平成 28 年 3 月で 10 年目となりますが、平

成 27 年度に策定される第二次宗像市総合計画と人口推計等の整合性を図るため、1

年間、前倒しして平成 27年 3月に計画を作成するものです。 

実施期間 平成 27年 1 月 20 日（火） ～ 平成 27 年 2 月 18 日（水） 

意見提出状況 5 人 30 件 

提出された意見の

内容及びその回答 

別紙「宗像市一般廃棄物（ごみ編・生活排水編）処理基本計画（案）」に関する市民

意見提出手続の意見及びその回答のとおりです。（詳細は 4月 1日広報で案内。ホー

ムページ参照） 

問合せ先 

市民協働・環境部 環境課 資源廃棄物係 

〒811－3492      

宗像市東郷 1丁目 1番 1号 

ＴＥＬ：0940 －36－1421 

ＦＡＸ：0940 －36－0270 

メール：kankyou＠city.munakata.fukuoka.jp 
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「宗像市一般廃棄物（ごみ編・生活排水編）処理基本計画（案）」に関する市民意見提出手続の意見 

及びその回答 

《計画に関する意見》１１件 

箇所 意    見 対応 回     答 

ごみ編
P2 
 

ごみについて 
・基本理念 
宗像の歴史・文化を中心に書かれていますが、こ

こで書くべきは、地球規模の気候変動に対する決意
だと思います。 
ごみ減量や二酸化炭素削減は「さりげなく」はで

きません。脱焼却にしっかりとした決意をもって持
って取り組むことを明記すべきです。 
 
・家庭系ごみについて 
剪定枝やチップ化などの脱焼却を検討すべきだと

思います。 

原案通り 基本理念 
 温暖化やＰＭ2.5 等の地球環境保全、自然環
境再生については、本計画の上位計画となる環
境基本計画で示されます。本計画は、あくまで
も一般廃棄物処理に関するもので循環型社会
の構築を基本とするものです。 
脱焼却については、バイオマス産業都市基本

構想や分別収集でのリサイクル事業等の施策
を展開し、焼却量の減量化を進めて行く方針で
す。 
家庭系の剪定枝のチップ化などは、９ページ

の行政の役割と取組みで、再生可能な有機物資
源の有効利用の方法、経済性・持続可能性を踏
まえたシステムの構築を、事業者などと協働・
連携して取り組むと示しています。 

ごみ編 
P2 

計画の基本理念について、もう少し広汎な提起、
たとえば、地球規模での環境保護や核のごみ問題に
も触れて欲しいと思いました。 

原案通り 同 上 

ごみ編
P2 

循環型のまちとは、３Ｒはなくて４Ｒをめざすべ
きなのでは。 
（リフューズ）ごみが発生しないように努力するこ
とが今のこのごみにあふれた社会を救うことになり
ませんか。 

原案通り 現在、環境配慮関連に関するキーワードで４
Ｒ・５Ｒまたは７Ｒと示す場合がありますが、
本計画は、循環型社会形成推進法に基づく３Ｒ
の優先順位で廃棄物の削減を図るという考え
方を基本に策定しています。また、計画策定上、
（リフューズ：拒否）は、大きな意味合いで（リ
デュース：ごみの発生抑制）に含まれると考え
ています。 

ごみ編
P3 
 

「ごみ減量と資源化の推進」 

ここにも４Ｒをとり入れてほしい。特に事業者に

ごみを発生しないような具体的な取り組みを目標値

としてあげてほしい。勿論、市民にも。 

原案通り ４Ｒについては、上記通りです。 
事業系ごみの減量については、第2章第1節

事業者の役割と取組みで示しています。また、
目標値については、資－10 で約 13％の減量目
標を明記しています。 

ごみ編
P4 

数値目標の資源回収量8％ですが、どうして10％
ではないのですか。あまり増えない、かなり努力し
ているのでこれ以上は無理と思われたのでしょう
か。 
要処理ごみ量は 16％の減量しか書いてないのに<

概要>では家庭系ごみの排出量を 17％減少と書いて
あるのでわかりにくい。資料-10 を計算してわかり
ました。 

原案通り 資源回収事業では、現在、資源が民間事業所
の回収（スーパー等のポイント制）等に多量に
移行し、市の運営する資源回収場所での回収量
は、大きく増加が見込めない状況です。しかし
ながら、民間事業者の正規な回収については、
資源ごみの環境配慮から良策と考えておりま
す。 
よって、リサイクル率を、現状の約28％から

30％の目標にすることが最大と考えています。
この目標達成に対する資源回収量の増率は、
８％となります。 
要処理ごみ量は、家庭系と事業系の合計です

ので家庭系のごみ排出量の減量割合とは僅か
ですが異なります。 
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ごみ編
P8 
P10 

P8環境教育冊子、P10適正処理のための冊子、ど
ちらも必要でしょうか。お金と手間がかかって無駄
な気がします。 
・ダンボールコンポスト講座をがんばります。 
・事業系ごみ減量対策について指導の強化賛成で
す。工夫がいりますね。 

原案通り 行政では、「将来に向けた不法投棄防止やご
み減量については、幼少時からの教育が必須で
ある」と考えています。よって、小学４年生の
環境カリキュラム時に、環境教育冊子を作成配
布し、啓発することは重要と考えます。また、
「適正処理のための冊子」は、各戸配布してい
ます「家庭ごみの出し方」の事業所版となる「事
業系ごみの適正処理と減量・再資源化にご協力
を！！」であり、この冊子も事業系ごみの減量、
適正処理に向けて重要と考えています。 
ダンボールコンポスト講座は、環境配慮関連

の最上位にあるリデュースに効果の高いもの
と考えられますので、今後も協働事業を通じて
普及に力を入れていきます。 
事業系ごみの減量対策については、毎年行っ

ている事業所訪問指導を最優先しています。ま
た、周知の手法として事業系ごみ研修会の開催
を考えています。 

ごみ編
P8 

「行政の役割と取組み」 
リデュースの促進 
環境教育冊子よりも何らかの実践の方がよいので

は?たとえば親子で学習できる環境教育（ダンボール
コンポスト講座など） 

原案通り  環境教育冊子については、上記のとおりで
す。講座等の実施については、市民団体との協
働事業でメニュー化できるものであれば、可能
であると考えています。 

ごみ編
P10 

「ごみの出し方と収集運搬 分別収集」 
これから高齢化が進むのできめ細かな地域別分別

収集ステーションが必要となる。近くのスーパーな
ど行政からぜひ指導してほしい（燃やすごみの量も
減ると思う） 
事業者への啓発周知 現在「適正処理のための冊

子」はないのか?（それこそ無駄になりはしないか） 

原案通り 同 上（適正処理のための冊子） 
スーパー等には、可能な限り資源回収ボック

ス設置のお願いしています。現在、スーパー・
公共施設等に４６個所の設置を行っています。 

ごみ編
P11 
 

宗像清掃工場の受入基準 
せん定枝、刈草について宗像清掃工場で処理する

ということは、燃やすということでしょうか。絶対
反対です。バイオマスの資源として考えるのはわか
りますが、清掃工場で安易に焼却してほしくないで
す。 

原案通り 現在も家庭から排出される剪定枝・刈り草
は、自己により工場に搬入されています。また、
造園業者等の剪定枝・刈り草は、時期的に多量
搬入が予測されるため、処理困難物として搬入
を制限しています。しかしながらも、いずれも
一般廃棄物であり、法的に市はその適正な処理
に必要な措置を講じなければなりません。よっ
て、剪定枝や刈草の野外ストックを行うなど、
処理量を調整により工場での処理が可能であ
るならば受け入れ基準を見直す必要がありま
す。ただし、この場合も、バイオマスとして利
用が可能であるならば、資源化が最優先するも
のと考えられます。 
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ごみ編
P12 

第3節継続した適正処理の確保 
「中間処理施設の効率的な運営と配置」 
宗像清掃工場については、継続して施設運営の効

率化を推進するとともに、将来的な操業について検
討します。 
とありますが、計画（方針案）の全体が抽象的で、
具体的な「見える化」がなされていません。その代
表が上記の記述です。20年間というタイムリミット
まで、すでに10年を切りました。この時期に、「将
来的な操業について検討」するということがしめさ
れる意味がわかりません。どのようなもの（こと）
を想定しているのか、具体的に示すべきではありま
せんか。 

原案通り 宗像市から発生するごみの中間処理は、玄界
環境組合宗像清掃工場で行っています。 
宗像清掃工場の操業年数に限りはございま

せんが、現在、玄界環境組合両工場の将来像は、
玄界環境組合（一部事務組合）とその構成市町
でパターン別に検討されています。この結果が
出れば、本計画の中間見直し（5 年後）で改定
したいと考えています。また、現在行われてい
る検討内容を全て本計画の中で示すことはで
きません。 
よって、今回、本計画（10年間）を策定する

上で、宗像清掃工場の将来計画については検討
にとどめ、工場操業中は効率的な運営を目指す
こととしています。 

ごみ編
P12 

「中間処理施設の効率的な運営と配置」 
「将来的な操業について検討します」とは。 
具体的に 

原案通り 同 上 
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《直接計画に関しない意見》１９件 

箇所 意    見 対応 回     答 

全体 
その他 

「計画の周知・啓発について」 
最終決定は、このパブコメ後、市民説明会を開催

し、市民の意見を聴いてからにしてはどうでしょう
か。 

 「宗像市市民参画、協働及びコミュニティ活動
の推進に関する条例」で市の政策等の企画立案、
実施及び評価のそれぞれの過程において、市民
等が民主的に参加し、幅広く市民の意見を反映
させるとともに、市民等が主体となるまちづく
りを推進することとなっています。また、同条
例第８条では、市民参画の方法について、「付属
機関の設置」・「市民意見の提出手続」・「市民説
明会」・「市民ワークショップ」のうち１つ以上
を実施することとなっています。 
 今回、本計画を策定する上で、より市民の意
見を反映するため、「付属機関の設置」・「市民意
見の提出手続（パブリック・コメント）の２つ
を併用することとしました。 
 パブリック・コメントを行った本計画は、付
属機関である「廃棄物減量等推進審議会」（構
成：市民代表・事業者代表・有識者）において、
十分に協議されたのちに作成された最終案であ
ります。環境課では、提出された意見により計
画内容の修正等を行い、本計画を確定したいと
考えています。よって、パブリック・コメント
の終了後に市民説明会は行わない方針です。 

ごみ編
その他 

宗像市は「宗像国際環境100人会議」を来年度も
開催する予定ですが、世界に環境問題を発信する都
市にふさわしい「ごみ0宣言都市」をめざしていき
たいものです。 

 「宗像国際環境100人会議」を開催する市とし
て、ごみ問題に限らず、温暖化やＰＭ2.5 等の
地球環境保全、自然環境再生について、自負で
きる都市となるべきと思われますが、今回の一
般廃棄物処理基本計画では、あくまでもごみ減
量や適正処理について、廃棄物減量等推進審議
会で協議し、現実に目指せる限度の数値として、
ごみ減量の目標設定を行っています。 

ごみ編 
全体 
その他 

P4と資料-10から家庭系ごみの排出量を17％減と
かなり目標が高いです。大賛成ですが、これから誰
が計画を立てるのでしょうか。市役所の環境部がた
てるのだと思いますが、実際に動くのは家庭の主婦
です。そこをどうするかがポイントだと思います。
行政と家庭をつなぐパイプが細い。中に立つ誰かが
いりそうです。旗印はあがったけれどという気持ち
です。 

 家庭と行政をつなぐパイプとしては、行政と
協働事業として事業展開している市民環境団体
や広報紙・ホームページ・コミュニティ紙及び
家庭に各戸配布している「家庭ごみの出し方」
であると考えています。協働事業の市民環境団
体は、活動内容から実際に市民の皆さまと直面
するものであることから、この協働事業の強化
を図って行きたいと考えています。 

ごみ編 
全体 
その他 

これからは、排出されたごみをどう処理するかで
はなく、ごみを出さないようにすることを最優先に
するという考えに共感します。そのためには市民の
意識が第一ですが、事業者の意識転換も必要です。
それを発揚するのが行政の役目と思います。それぞ
れがではなく、行政が核となって繋いでくださるよ
うお願いします。 

 事業者の意識転換については、事業所の訪問
指導や事業系ごみ研修会、事業所ごみ適正処理
研究協議会、各事業所配布のパンフレット（事
業系ごみの適正処理と減量・再資源化にご協力
を！！）で行っていきます。 

ごみ編 
P4～P5 
その他 

計画に10年後の10％削減が盛り込まれ安心しま
した。目標達成は難しいかもしれませんが、目標設
定は大事だと思うところです。 

 現在の原単位（一人一日当たりの排出量）か
ら見ると、計画の10％削減はかなりハードルが
高いものと思われますが、目標の設定値として
は、妥当な数値だと考えています。 
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ごみ編
P7 
その他 

「事業者の取り組み」 
リデュースの促進 
○可能な限り、ごみの発生しない製造工程を採用し
ます。これが、目にみえる数値になるといいですね。 

 10Ｐに示していますが、事業所の実態把握及
び指導を毎年行っています。この中で、周知し
減量化を図りたいと考えています。 

ごみ編
P7 
その他 

「市民の役割と取組み」 
「リデュースの促進」 
ある中学校の給食の食べ残しが毎日 66.6Kg とい

う（新留 久味子市議の調査）これが生ごみとして
処理されている。給食時間が短いことに起因してい
るらしいが、栄養が必要な成長期噛むことが脳の発
達にも関連するというのにショックを受けた。日本
の学校教育全体（カリキュラム）の問題ではあるが
一度市内小中学校の調査も必要かと思う。 

 学校給食の食べ残しについては、宗像市バイ
オマス産業都市基本構想で事業系生ごみとして
バイオマスとしてとらえています。 
ご意見の給食時間の問題については、本計画

で対応策を示すものではないと考えています。 

ごみ編 
P7～P9 
その他 

ごみを出さないようにする意識改革は、大人には
難しいと思います。子どもたちに期待をしていま
す。たとえば、学校の環境教育の中でごみに対する
関心をもてもらうのがいいと思います。学校教育の
中で身に付けた子どもたちが大人になれば、ごみへ
の意識は変わっていくはずです。 

 ごみの排出抑制や不法投棄については、将来
的な見地から子どもたちへの教育が重要である
と考えています。この手法の一つとして、環境
問題が学校教育カリキュラムに組み込まれてい
る小学校４年生に対し、環境教育冊子を作成し、
啓発・周知していくものです。 

ごみ編
P8 
その他 

「行政の役割と取組み」 
リデュースの促進 
経済的インセンティブ（やる気を起こさせる経済

的手法）とは? 

 事業系ごみに対する経済的インセンティブと
は、事業者自らの積極的なごみ回収システムの
構築を推進することや資源受入施設への搬入を
促進することです。事業者側の運営に何らかの
利が想定できる回収システムの構築が求められ
ます。 

ごみ編
P8 
その他 

現在小学校4年生を対象としたエコパーク見学が
実施されているが、リサイクルで安心という気持ち
に陥りやすいと思う。もっとごみを出さない生活ス
タイル（必要なものだけ買う、食べつくす）の方が
大事だと思う。大切な税金がごみ処理費用となって
いることも「もったいない」精神を継承するならば
伝えていかねばならない。 

 ごみ処理費用については、小学校４年生の清
掃工場見学の際に説明があっていると聞いてい
ます。リサイクルについても、安心感ではなく、
どのようにリサイクルされているかを見学する
ことで、各自の意識の高揚が図られるものと考
えています。 

ごみ編
P9 
その他 

・紙おむつのリサイクルが実施できれば一歩進みそ
うです。 
・バイオマス資源に家畜排泄物を入れることは賛成
できかねます。すでに処理施設ができている→バイ
オマス構想は今からだと思います。前にお聞きした
ように民営だということでしょうから。 

 紙おむつのリサイクルは、まず、事業所から
の排出分について、福岡都市圏の行政団体で焼
却処理から再資源化への方向転換を研究してい
る所です。問題事項が解消できれば可能なもの
となります。 
バイオマスの有効活用については、宗像市バ

イオマス産業都市基本構想に基づき展開してい
きます。この構想の中で、堆肥化施設について
は民設民営を基本としています。よって、コス
トバランスにより、処理可能であるならば家畜
排せつ物の処理も行うものと考えられます。 

ごみ編
P9 
その他 

「地域バイオマス産業都市基本構想」の中に生ごみ
が含まれているが、事業所や学校など大量に出ると
ころに限った方がよいと思う。 
家庭系の生ごみをその方式にすると現在の燃や

すごみ袋に入れて出すことと同じ考えになり、市民
の環境に対する意識はうすくなると思う。 

 「宗像市バイオマス産業都市基本構想」では、
ご意見のとおり、バイオマス原資としての生ご
みについては、まずは事業所から排出される物
を、対象としています。また、家庭系生ごみの
バイオマス利用については、分別排出や収集運
搬体制等に検討事項があり、本構想には含まれ
ていません。また、仮に家庭系生ごみをバイオ
マス利用するとしても、より分別手間が掛かる
ことから、市民の環境意識が薄くなるとも考え
られません。 
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ごみ編
P10 
その他 

・「事業所ごみ適正処理研究協議会」賛成です。是
非続けてほしい。どんなことをしているか等情報公
開してほしいです。 
・事業系ごみの出し方がめちゃくちゃと思っていま
す。実態を把握してほしいです。 

 「事業所ごみ適正処理研究協議会」は、宗像市
商工会などの参加により、平成 17 年に立ち上
げ、事業系ごみの減量化や適正処理について協
議を行ってきました。協議内容は、事業所系ご
みの減量施策の発案や訪問指導時の参考として
います。また、事業系ごみの実態把握について
は、回収内容を事業者毎に追跡調査を行ってい
ます。 

ごみ編
P11 
その他 

「受益と負担の適正化」 
家庭系ごみの「ごみ処理料金見直し」とは。 
「ごみ袋が高すぎる」とよくきく 

 現在のごみ処理手数料（ごみ袋料金など）は、
平成18年に見直しされたものです。その後、10
年近くを経過しているため、ごみ処理に関する
経費も変動しています。よって、本計画の計画
期間中に、ごみ袋料金を含むごみ処理手数料の
見直しが必要と考えられます。当然ながら、ご
み処理に係る経費からごみ処理手数料を除いた
ものが、税金によって賄われていることとなり、
受益者負担の原則から、適正な料金を算出する
必要があります。 

ごみ編
P12 
その他 

・北九州・福岡都市圏における環境行政の連携を今
後もと書いてあります。今、どんな連携をしていま
すか。 
・不法投棄がなくなりませんね。対策に頭がいたい
ことでしょう。ただ、問題がおこったらすぐ県や警
察がうごくのですか。 

 北九州・福岡両都市圏との連携とは、紙おむ
つのリサイクル事業の研究や災害時の連携、処
理困難物の処理等です。 
不法投棄については、まずは行政で現地確認

を行い、ケースごとに対応を行っています。こ
の中で、投棄者が明確に確定できる場合や再三
にわたる場合、警察と連携して対処しています。 

ごみ編
P12 
その他 

「広域処理の推進」 
「北九州・福岡両都市圏」における環境行政の連携
を今後も継続します」とは。 

 同 上 

ごみ編
P12 
その他 

第4節 環境美化対策の推進 
「ごみを捨てさせない環境作り」、「身近な環境活
動」（P7）である「釣川クリーン作戦」などは一時
的なイベントに終わっているのではないか。しばら
くすると釣川はごみだらけである。恒常的な取り組
みが必要と思う。また、「美化」である以上、木や
花を植える取り組みも。 

 環境団体主催による、「釣川クリーンアップ作
戦」・「ラブアースクリーンアップ」の事業は、
年間1回の開催ではありますが、毎年、多様な
団体や市民よる参加者が多数あり、環境に対す
る意識啓発に繋がっています。また、協働委託
事業で不法投棄防止対策の巡回・回収事業も週
に2日程度行っています。 

ごみ編
P14 
その他 

「ごみ出しルールの周知徹底を図ります」と書いて
ありますが、具体的にどういう風にされる予定でし
ょうか。 

 毎年、各戸配布しています「家庭ごみの出し
方」や広報誌の掲載、環境イベント、宗像市公
式ホームページ等により周知を図って行きま
す。 

生活排
水編 
その他 

生活排水について 
・公共下水道の処理区域縮小の検討が必要だと思い
ます。下水道の維持管理には多額の経費が発生しま
す。人口減、収入減の今後を考えると、合併浄化槽
への変更も選択しの一つではないでしょうか。 
・マンションなどの「生ごみディスポーザー」は下
水処理に大きな負担がかかると聞いています。利用
が普及している現在、規制は難しいかと思います
が、検討すべきでは。 

 ・本市は、将来の人口減や費用対効果を踏まえ
て、下水道処理計画区域を決定しています。 

・現在ディスポーザーには、「直投型ディスポー
ザー」と「処理槽付ディスポーザー」の２種
類があります。 

 本市では、「直投型ディスポーザー」の使用は
禁止していますが、検討の結果「処理槽付デ
ィスポーザー」については、事前協議の上、
許可しています。 

 


