
市民アンケートの自由意見にあった質問に対する回答 

 

◎プラスチック製容器包装の汚れているものの分別方法を教えてください。 

→汚れを洗って乾かした上で資源ごみとして出してください。ただし、汚れがひどく洗って

も汚れが取れない場合は、可燃ごみとして捨ててください。 

 

◎市のごみ袋は４５ℓ1 種類だが、少人数量が少ないときの為にも小袋があってもいいので

は（大中小あると便利） 

◎小さいゴミ袋を販売してはどうか？ 

→少量（20ℓ及び 30ℓ）のごみ推奨袋も販売されていますのでご利用ください。なお、基準

（45リットル以下、厚み 0.03ミリ以下（不燃・小型家電が 0.05ミリ以下）、透明）を満

たせば推奨袋でなくても構いません。 

 

◎可燃ごみ以外の袋は焼却しているのか？（ごみが多く出るところなどで）状態が良ければ

リサイクルしているとの回答があった。 

不燃物のごみ袋を使った後はどうしているか疑問です。 

→資源ごみ・不燃ごみが入っていた袋は外した後、焼却しています。 

 

◎最近のゴミはプラが多いのに収集日が少なく保管の日数が長くなるのでやむなく燃える

ゴミに入れる事もあります収集日が増えれば燃えるゴミの量が減るのではないでしょうか。 

◎プラの回収日を週 1 回ぐらいに、してもらえば、可燃ゴミは、減ると思われるが。 

→プラスチック製容器包装の回収日の回数を増やしてほしいとのご要望は頂いております

が、収集事業者との調整においても、現状では困難な状況です。プラスチック製容器包装は

どうしても嵩張りがちですが、ごみ袋に入れる際になるべく空気を抜いて詰め込んで頂く

ことで、ごみ袋の分の減量化につなげることもできますので、ご理解ご協力をお願いいたし

ます。 

 

◎まず市役所が各部別に分別の違う窓空き封筒を使用している処から全て紙として再生出

来るものに改める 

更に統一した書式にし部課係の処だけ印刷を換えれば多額の経費削減とリサイクルが可能

になると思う 

→現在、市役所から発送している封筒には、窓部がプラ製のものと紙製のものと混在してい

る状況であり、大変ご迷惑をおかけしております。  

 宛名部のバーコード読み取り等の都合上、プラ製窓としている部署があるという状況で

すが、今後市役所として作成する窓あき封筒は、可能な限り紙製のものとするよう努めてま

いります。 



 

◎生ごみの乾燥する機械を助成金を活用して購入しましたが乾燥するための電気の使用料

はごみを処理する燃料とどれくらい差があるのか疑問に思います 

確かにごみの量は減り軽くなり肥料として活用していますが各家庭がごみの乾燥に電気

を使用したらどちらが地球のためになるか考えています 

やはりごみの乾燥より他の方法を考えたほうがよいのかもしれません 

→生ごみを乾燥させるための平均的な電気使用量は１日あたり３３円で、ごみを焼却する

費用はおよそ１kg あたり２０円程度です。各家庭から排出される１日あたりの生ごみを

含む可燃ごみの量は世帯人数にもよりさまざまであるため、電気料と処理料を比較する

のは困難ですが、可燃ごみの重量の約半分が水分であるため、生ごみ処理機を導入されて

ごみの減量化に取り組んで頂く方が増加することで市全体のごみの減量化につながって

います。ご意見のように電気を使用することに抵抗感がある方につきましては、畑をお持

ちであればコンポスト型を、畑をお持ちでない場合、電気を使用しない消滅型の生ごみ処

理機を導入される方もいらっしゃいます。 

 

◎自分は特に取り組みしていませんが、集まったこのゴミ減量化についての各家庭のアイ

デアを、新年度のゴミシールを配布する時に同封していただくと参考になります。 

→ＨＰへの掲載や毎年同封しているごみ減量化のチラシの内容に反映させて頂きます。 

 

◎高山市はゴミの分別が多くて、アパートだとゴミの置き場がなくて困る。できるだけ分別

しようと思いますが、置き場がないために紙製のものは可燃に入れてしまいます。ビンや食

べ物の缶など、少しずつゴミとして出ますが、ビニールいっぱいになるまではなかなかたま

りません。そのため、スーパーなどで回収ボックスを設けてもらえるとありがたいです。(郡

上市は毎月、回収ボックスがゴミ置き場に置かれて、溜まった分を捨てやすかったです。) 

それか、スーパーの袋などで簡単に捨てられるとありがたいです。(岐阜市はスーパーの袋

でも可なので、捨てやすかったです。) 

→スーパーの袋は透明ではないため、捨てて頂くことはできませんが、高山市のごみ推奨袋

には、小さいサイズ（20ℓ、30ℓ）もありますので、そちらの袋をご利用ください。なお、基

準（45リットル以下、厚み 0.03ミリ以下（不燃・小型家電が 0.05ミリ以下）、透明）を満

たせば推奨袋でなくても構いません。 

 

◎あればいいなと思うのが、公共のコンポストです。我が家のように家でなかなか設置でき

なくても、持って行ければ可燃ゴミとして出される生ゴミが減るのではないかと思いま

す。もしくは、コンポストの講習会があったら参加したいです。 

◎生ゴミステーションなんかもあったら便利だなぁとも思います。 

◎生ゴミ収集車が必要です。 



◎各地区ごとに生ゴミを土にする機械を市の負担、もしくは少し集金してもいいので、設置

して、生ゴミのみを収集するのはどうでしょうか。 

◎生ごみは毎日出るため、たい肥化装置に関心があるが置き場所に困る。ゴミステーション

などにバケツなどで持っていけると良い。 

◎畑等無い家庭もあるので生ゴミ用にコンポストや廃油缶等有れば良いのではないか。 

→公共ではありませんが、近隣の方が生ごみを持ち込めるよう民間業者の方が生ごみ容器

を設置されている地域があります。 

公共のコンポストを設置することは場所の選定等も含めなかなか難しいですが、少しず

つこのような動きが広まっていくようＰＲしてまいります。また、コンポストの講習会を実

施している団体もありますので、情報発信に努めてまいります。 

廃食用油については、資源リサイクルセンターで回収をしています。 

◎生ゴミを減らせるようにしていきたい。コンポストのようなものに補助金がでているが、

具体的にどんなものがいいのか、推進しているものがあったりすると、購入しやすいかな

と思う。 

◎生ゴミは、コンポストに入れています。冬は、生ゴミとして出しています。積雪と凍みて

いてコンポストが使えない為。冬でも使えると良い物があると良いと思います。 

◎生ゴミ堆肥化装置の助成をもっと宣伝してほしい。 

◎堆肥コンポストを導入したいが補助金の対象が狭いし詳しい事業者がいなくてよくわか 

らない。 

◎他の自治体のように、コンポストの導入を市が主導してほしい。 

→更なる生ごみたい肥化装置助成制度の周知に努めてまいります。 

 

◎ごみ回収ステーションの数を増やして欲しい。現況は車にごみを載せて捨てに行く距離

(冬頭町)で、かなりの戸数が同じ集積所を使っていて、分別してない等、捨て方もかなり

無責任になっている。ごみを減らすことも併せ、自分のゴミに責任を持つ捨て方になるよ

う工夫して欲しい。 

◎ごみステーションが少ない。一番近い場所は可燃ゴミしか回収してくれない。 

→市内のごみステーションの位置は、町内会と調整して決定し、町内会で管理いただいてお

り、その地域の住宅の状況や収集効率などを考慮してごみステーションを設置しています。

ごみステーションの設置に関しては、具体的な場所も含め資源リサイクルセンター（℡

0577-35-1244）にご相談ください。 

 

◎そもそもゴミシールが無駄 

シールの配布量でゴミの量を削減する事には繋がりにくいと思います 

ゴミに貼るためのシールは、シールそのものが台紙も合わせ相当量のゴミ 

印刷業者には申し訳ないが、印刷して家庭に配布することをやめるべきと考えます 



高山市ゴミ指定袋とする事でシールを配布、販売、貼付する無駄をなくすことから始めて

ほしい 

◎有料シールではなく、有料ゴミ袋にすればいい 

シールを廃止して、ゴミ袋の値段をあげる。 

ゴミ袋の種類を、ふやす。 

京都市のゴミ袋を、参考に、されては･･･。 

京都市は、ごみの減量に、成果が、でています。 

◎ゴミシールを有料にしたら確実に減ると思います。あまり高くなく、1 枚１０円くらいに

してもそれでもゴミは減っていくと思います。 

→シールの発行ではなく有料ごみ袋の検討も含め、今後の施策を検討するうえで参考にさ

せていただきます。 

 

◎ゴミ減量化では ないのですが、シールについて 。 

親戚が大阪府にありその市のシールは高山の１枚分が３つに分かれる様になっています。 

１枚使用の  時は小さい袋のゴミを。 

２枚使用の  時は もうチョット大きめの袋のゴミを。 

３枚使用の  時は ４５L のゴミ袋を。 

夏は生ゴミの臭いが気になりますが、大きい袋に少しのゴミでは、シールや袋が勿体ない

のでたくさん入れようと何日も起きっぱなしになり、不衛生に成りかねません。 

小さい袋に小さいシールが貼れれば枚数の節約になり頻繁にゴミ出しが出来て良いな、   

と思い、記入しました 

→今後のごみ減量化対策の参考にさせて頂きます。 

 

◎衣類のかなり利用した物、プラスチック製品の汚れが有る物、等々、可燃物？の判断が分

かりづらい。 

→衣類は、破れているもの（原形のないもの）や汚れがひどいものは可燃ごみとして、プラ

スチック製容器包装は、洗っても汚れの取れないものは可燃ごみとして廃棄してください。 

 

◎都会のスーパーの話で、肉類も小間切れとか体裁を良くしなくても良いものはトレーで

は無く、袋で包装されているそうです 

過剰な包装 出発点から減らして頂く事で、お店は経費の節約になり、延いてはゴミの減

量につながるのでは… 

食事するたび、プラゴミが大量に出ます。スーパーマーケットの販売方法、包装の仕方 を

変えるべき。 

◎高山市だけじゃなくて、日本全国のお店全般で無駄なパッキングやめたらいいと思う。コ

ロナの影響でそれまで好きな個数が買えたお惣菜（個数や量り売り）がなくなって不便



（家族の人数に合わせて買えない！）だし、これでプラゴミやトレイが増えたっていう側

面もあるので。みんな除菌に踊らされすぎ。清潔にするのと菌を排除するってやっきにな

るのはちょっと違うと思う。 

『今日はこれだけしかないです』っていう商品やお惣菜の売り方したらいいんじゃない

かな…あるのが当たり前になりすぎてるからお店側も余分に作って、結局廃棄が増える

っていう。見切り品を見るとせつないのでなるべくそっちを買って廃棄が少なくなると

いいかなと思っている。サービスが過剰かな。 

政策であれこれやっても、結局ひとりひとりの心がけもあるんで、そういうお話をこれか

らの子どもたちにもしていくといいかな。 

まず、ゴミが出るものの最初のルートから見直しが必要なんではないでしょうか。 

◎容器などのリユース出来る商品を多くしてもらったり、企業側にも協力をしてほしい。 

◎梱包されている事から安心感が得られます。梱包材をより資源化出来る素材への転換も

必要では。（特にプラスチック） 

◎メーカーや、スーパーの売り方の改革が必要と思う。例、量り売りなど。 

◎昔みたいに酒、醤油、味噌は、量り売り、豆腐は、鍋を持って買いに行く。トレーのパッ

ク販売をやめ、古新聞で包む。…そんな時代に戻ったら！ 

◎企業側で、容器を同じ形にする。ガラス製品にするなどの努力があると将来的に良いかも。 

量り売り（水溶物、固形物ともに）が普及し、プラスチックトレイやペットボトルが大幅

に減少すると良い。そのために市や事業者、市民が何に取組むべきか考えて実行できると

良い。 

◎生産者や事業者に対して過剰包装を止める取り組みを促すことが重要だと思う。自治体

による条例化はできないのだろうか。 

◎昔のように、マイバッグならぬマイトレイを持参する世の中になり、企業も容器の削減や、

土にかえるトレイや包装を選択できるような販売方法にとりくむ、これからの企業価値

はトヨタのようにいかに環境問題に取り組んでいるかが重要で消費者も賢く選ぶ必要が

ある。 

◎食品店には、お弁当や刺身類等、見栄えを良くする為に、過剰とも思われる成形プラスチ

ィックで盛り付けされているが、統一的に何とかならないものか？ 

→現在様々な事業者や市民の皆様で組織する高山市快適環境づくり市民会議ごみ減量化部

会をたちあげ、ごみ減量化に向けた検討をしています。頂いたご意見を部会において共有

させて頂きます。 

 

◎生ゴミ処理機は、一度購入したのですが、壊れてからは、容器にしています。 

2 度目も助成制度は使えるのですか？ 

→２度目も助成制度をご利用頂けます。 

 



◎電動のたい肥化装置は容量が小さすぎで、非電動のたい肥化装置は臭いや大きさの面で

アパートでは使えません。移住前に暮らしていた神奈川県ではコンポストに代わるキエ

ーロというものに補助金が出ていました。畑を持たない家庭や、アパート暮らしの私たち

のような家族にはキエーロが向いていると思います。 

◎生ゴミの処理機に補助が出るとのことですが負担が大きな比重になってしまいます。 

貸出品とか中古でもないものでしょうか？ 

→ご指摘のキエーロについて、高山市生ごみたい肥促進に関する補助金の対象となってい

ますので是非ご利用ください。詳しくはＨＰをご確認ください。 

 貸出品や中古品については市で取り扱いはございませんが、キエーロは補助をご利用頂

ければ安価で利用できるので是非一度ご検討ください。 

 

◎大垣市が一番進んでいますが、他市の段ボール堆肥の状態把握からとりくんでいただけ

れば、うれしいです。電気の処理機が決してベストではないところから始めて下さい。 

◎笠松町の段ボールコンポストが、低価格で始められると話題です。 

→ダンボールコンポストについて情報収集に努めます。 

 

◎ゴミの出し方の説明を新たにして欲しいと常々思ってます。ゴミを燃やしている方を

見かけます。注意をして欲しい。 

◎ゴミ焼却の施設見学会などあるといいのでは? 

◎マイクロプラスチックなどの知見や環境に及ぼす影響等、公演や勉強会を地域で行う 

→高山市出前講座を是非ご活用ください。ご希望の日時にご説明に参ります。 

 施設見学会の開催についてもご希望に応じますので、是非お問い合わせください。 

 野焼きは禁止されていますので、通報等受けた場合は原因者に指導しています。 

 

◎ゴミを捨てるのに、新しいゴミ袋を使うことに抵抗かある。 

→容量が４５ℓ以下で厚みが 0.03mm以上の透明な袋で出して頂ければ結構ですので、もし、

お手持ちの規格内の袋がありましたら、そちらをご使用ください。 

 

◎三福寺へ可燃ゴミを捨てに行ったが、搬入口の案内が気づきにくく。清掃工場を 2 周し

た。 

→今一度案内表示を確認し、分かりやすい案内に改善します。 

 

◎ワンストップにならないか？  

 TV 等は郵便局から国府。ボタン電池,充電池は家電販売店。パソコンはあっち。などなど 

これらを 1 カ所で捨てられればありがたい。 

→テレビなどの家電製品の廃棄：家電リサイクル法 



ボタン電池、充電式電池の廃棄：資源の有効な利用の促進に関する法律 

廃棄に基づく法律が異なるため、すべてを市で処分することができず、ワンストップ化す

ることは困難であるため、現状でご理解ご協力くださいますようお願いいたします。 

 

◎可燃ゴミなどは 30ｃｍ以内に切ると言うが、電動のこぎりがあれば簡単だが、一般の家

庭にはありません。例えば三福寺にあればそこで切れます。 

→処理施設に直接搬入する木材については、処理の都合上、最大でも 1m以下で搬入するよ

うお願いしています。お手数をおかけしますが、現状でご理解ご協力くださいますようお願

いいたします。なお、多量となる場合は、民間処理施設をご案内させていただく場合があり

ます。詳しくは資源リサイクルセンター（℡0577-35-1244）にご相談ください。 

 

◎コロナ禍の中で、衛生面で手洗い後のタオル使用をやめ、ペーパータオルにした為 

紙の量が増えてしまった。 

→職場などでの共有タオルをペーパータオルにされたのであれば、各自ハンカチを持参す

るようにしたらいかがでしょうか。また、「１枚で手が拭けます」のアナウンス等で使用

量を減らすことも可能です。 

 

◎プラスチックは燃料になるから、かえって入れた方がいいんだと言うような話をする人

がいる。 

◎可燃ゴミの焼却をさせる為に、資源ゴミであるプラスチックが可燃ゴミ焼却の為に 

一緒に燃やされている事が事実のようですが、水道代を支払い ECO の為に、綺麗にして

出している方々がいる事を、お忘れなく。 

→資源ごみとして回収したプラスチック製容器包装は、資源化施設に運搬し、リサイクルさ

れており、可燃ごみと一緒に焼却はしておりません。 

ただし、汚れのひどいプラスチック製容器包装はどうしても可燃ごみとして出すしかな

いため、可燃ごみの中にはある程度のプラスチックは含まれています。可燃ごみには、紙、

生ごみ、汚れたプラスチック製容器包装等が混じっているため、これらを撹拌してバラン

スよく燃やしていますので、今後も「高山市のごみの分け方出し方」を参考に分別にご理

解ご協力をお願いいたします。 

 

◎学校から、ゴミ集積場へ見学に行く等、子供たちもゴミへの関心が高まるといいと思う。 

今は、リモートで。せっかくタブレットを導入しているので、そういう社会見学もありか

と思います。 

→小学校４年生を中心に施設見学を受け入れています。現在コロナ禍で中止されることも

多いですが、タブレットの活用についても参考にさせていただきます。 

 



◎高山は山林が多いので、林業を利用した発電を循環型で採用し、会社や学校の誘致、また

その余熱でごみを処理できるような施設を全国に先駆けて作ってはどうかと思います。

これだけの山を利用せずにどうするのかと思います。おそらく木の伐採などの林道整備

費用が障壁になっていると思いますが、災害時にどうしても陸の孤島になる可能性のあ

る高山にとって、ライフラインの自立は急務です。 

→自然エネルギー活用施策の参考にさせて頂きます。 

 

◎朝早くごみを出しすぎてしまいカラスに生ゴミをあさられて、周辺住民等が片付けてい

ますが、対策があれば検討してください。 

→指定の時間に出して頂くようお願いするとともに、指定時間より早い場合は、ごみにしっ

かりネットをかけて頂くようお願いしています。なお、カラスよけネットの貸し出しを希

望される場合は、資源リサイクルセンター（℡0577-35-1244）にご相談ください。 

 

◎ゴミ袋を乳白色やわかりづらい色にすれば、スーパー袋等で包まなくても捨てれるのに

と思います。 

→ごみ袋を透明にすることで、分別の徹底に努めて頂いているところですのでご理解願い

ます。 

 

◎スマホやパソコンを持っていることが当たり前になっている今、各町内の回覧物などを

紙ではなく、市役所又は各まち協にサーバーを置き、いつでも閲覧できるようにする。当

然その投資コストは市役所負担。 

→ご意見を参考にペーパーレス化の検討をすすめてまいります。 

 

◎分別に困る(分からない)物も多く、そんなときは、みな燃えるごみにしているので、ごみ

が多くなるような気がします。 

分からないごみとは、小さなプラスチックでできた物や、ファイルなどが分かりません 

◎プラスチックっぽいものが溢れているために、プラごみの仕訳が難しい。 

もっと誰にでも分かる表示があると良い。 

→プラマークがあるものはプラスチック製容器包装なので資源ごみに、マークのないプラ

製品やクリアファイル等は不燃ごみに出してください。 

 

◎障がいのある方等、情報弱者にも届くように、ルビをふったり、簡潔な表現で情報発信を

お願いしたいです 

→誰にも分かりやすい情報提供に努めてまいります。 

 

◎ゴミ減量を過度に広報してしまうと、減量警察のような人が現れ、監視行動につながって



しまう恐れもあるので、柔軟な対応ができる人（ゴミの分別や処理方法、減量のヒントに

ついて語れる人）を予め環境サポーターとしてたてておくと良いかもしれませんね 

→各町内会から毎年資源リサイクル推進員を推薦して頂き、ごみの分別等について取り組

んで頂いております。 

 

◎トレイは店で引き取ってくれる所がなく、1 カ月に 1 回の集積場の収集だと貯まる（荘川

地域）し、自動車の無い方、高齢者は大変なので可燃ゴミになる可能性が高い。 

その他資源回収を月 1 で無く常時使えたら有り難い。 

→トレイは地域に引き取ってくれるお店がなくても、もともと買い物をした店舗に次の買

い物の際に返却していただくか、拠点集積所に出してくださいますようご協力をお願い

します。資源回収が月１回の地域については、現状でご理解願います。 

 

◎道などに落ちているごみを拾った場合、自分で分別して洗わないと捨てることができな

いため、結局拾わない。回収スペースがあれば拾うようになるかと思います。 

→高山市快適環境づくり市民会議では、年間２回クリーン作戦を実施しており、その際には

ごみの集積場所を設けていますので、是非ご参加ください。常設の回収スペースについて

は、今後の参考とさせていただきます。 

 

◎毎日、年間こんなにゴミ出てます。のような情報を高山市ホームページで掲示するとかど

うでしょう。 

◎可然ごみの量がどのくらいあって、処理するのに費用がどれほど必要なのか、具体的にし

りたい。広報などで知らせてはどうでしょうか？ 

→広報たかやまの記事に掲載しておりますが、更なる情報発信に努めてまいります。 

 

◎レジ袋有料化で、どの程度削減できるのか数値で示してほしい。感覚的にはほとんど意味

をなさないと思う。マイハシが間伐材利用、ひいては森林資源利用の活性化に逆行するば

かりのキャンペーンであるように。 

→事業者への調査を実施いたします。 

 

◎正しくない方法で出されたゴミを収集しないことを徹底してほしい。例えば、ゴミを入れ

る袋。スーパーの袋に入れても回収してもらえるのならば、透明袋を買うのが馬鹿らしい。 

→不適切なごみについては、回収せず、警告シールを貼らせて頂いております。ごみ袋は市

推奨袋又は容量が４５ℓ以下で厚みが 0.03mm以上の透明な袋で出してください。 

  

◎ゴミの増加について、生ゴミが多いということでしたが、うちでは昨年、祖父母の遺品処

分をしたので、かなりのゴミが発生しました。近年、終活や断捨離なども流行っているの



で、高齢者が多い高山では、その点でもゴミの増加になっているのではと考えます。 

→ご意見のとおり、人口は減少しておりますが、世帯数が増加していることや遺品整理等の

家庭から出たごみを直接搬入される方が増加している状況です。 

 

◎ゴミの分別は子育てが始まり分別をして家の中においておく場所の確保や毎日の集積日

の把握、毎日出勤前に集積所に持っていく余裕がなくなりあきらめて可燃として捨てる

ようになった。資源ごみをいつでも捨てられる場所が増えると助かる。特にビンを出せる

場所がなく困る。 

→ごみ分別アプリ「さんあ～る」をダウンロードして頂くとごみの収集日や分別を簡単に調

べることができますので是非ご活用ください。また、資源ごみについては、収集日でなく

ても資源リサイクルセンターに持ち込んで頂くことができます。 

 

◎アルミ缶やペットボトルを潰せばゴミ袋が減量できるのに何故高山はやらないのか。他

の市などではやっているが。 

→資源リサイクルセンターに搬入された資源ごみを選別した後、圧縮梱包する際に潰して

あるペットボトルや缶はうまく梱包できないため、潰さずに出していただいています。ま

た、びんとペットボトルを同じ袋で収集しており、ペットボトルがクッション代わりにな

りびんが割れることを防ぐ目的もあります。ご理解とご協力をお願いいたします。 

 

◎ゴミの収集地区別などで、一人当たりのゴミ量を収集日ごとに出してグラフ化して推移

を出していく。収集日ごとにゴミの総量、一人当たりの量、さらには地区別で分かれば、

意識が高まると思う。家庭ゴミ以外にも職場から出るゴミもあるので難しいが。 

→パッカー車で複数の地区を一度に収集しており、地区別の収集量を把握することは困難

です。なお、現在、市内の団体が一部の地域でプラスチックごみの排出量調査を実施して

います。 

 

◎リサイクルされている実感が分別していて感じられない。具体的にどのようにリサイク

ルされていて、役に立っていることが分かるとヤル気が上がると思います。分けた後の役

立ち感が必要かと思います。 

◎捨てるかリサイクルするか迷うので、リサイクルの対象の物でも、どの程度ならリサイク

ルできるか状態の説明を加えてほしい。例えば、服ならチャックがついているものは〇・

×とか、汚れや破れのひどいものの程度（ちょっとやぶれたものやシミ程度は問題ないの

か）、素材もいろいろあるし、リサイクルした物の今後の活用（服としてなのか、繊維と

してなのか）を示して説明してもらうと、積極的にリサイクルを検討できると思う。 

粗大ごみを捨てる時、リサイクルされる程度とは思っていないものを出そうとして、不燃

の袋に入れるために細かくカットしようと思うことがあるが、リサイクルセンターとし



て、どちらがゴミを回収した後有効に処分したり、後処理がしやすいのかなど、推奨する

ことがあるなら市民に広く伝えてほしい。 

→粗大ごみの種類により処理方法が異なるため、全て細かくした方がよいというわけでは

ありません。分別して出して頂いた資源ごみがどのようにリサイクルされているかとい

う点やどの程度のものならリサイクル可能なのか等について情報発信してまいります。 

 

◎くだらない分別をやめるべき。細かく分別する事をやめた市町村がある中で、いつまでや

るのですか？無意味 

→すべてをごみにするのではなく、分別して資源として有効活用することによりごみを減

らすことにつながるため、今後も分別へのご理解ご協力をお願いいたします。 

 

◎外来種の花を、なぜ市の所に放置している。私は引っこ抜きして道を歩きます。原山に沢

山何年も増えるばかりです 

→高山市クリーン作戦において外来種駆除を実施しましたが、撲滅は困難ですが、今後も継

続して駆除活動を実施してまいります。 

 

◎売る側もゴミ減量化についてどのような対応をしているのか教えて頂きたいです。 

→事業者のごみ減量化の取り組みについての情報発信に努めてまいります。 

 

◎疑問なこと。トレーはスーパーの回収箱に捨てるが、その後、店の人がゴミとリサイクル

に分けているようだが、何を分けているの？トレーでも色物や柄のトレーは出してはいけ

ないの？ 

→トレー以外のものや汚れのひどいトレーはリサイクルできないため、お店の方が分別さ

れています。色物や柄のトレーも回収しリサイクルされています。 

 

◎時々クリーンセンターへ搬入し廃棄しているがシルバーセンターの方か分かりませんが

特に危険物等を捨てる場所の担当者の態度が悪い 

→ご迷惑をおかけしており申し訳ございません。職員には今一度親切な対応を徹底するよ

う指導いたします。 

 

◎油汚れ等がついたプラ容器を洗剤できれいに洗ってまでプラごみとすべきなのか悩んで

いる。洗剤使用量と水道使用量、下水道処理量が増加し、別のところで環境に負荷を与え

る結果となっていないだろうか。 

→プラ容器に限らず、資源ごみに異物が付着しているとリサイクルできないため、洗って乾

かしてから出すことをお願いしています。きれいに洗うことでかえって環境に負荷をか

けてしまうおそれがあることは専門家の間でも議論されているところであり、どこまで



洗えばよいか判断が難しいところですが、水でゆすぐことにより汚れや異物を取り、乾か

してから出していただければありがたいです。ゆすいでも汚れや異物が取れない場合は、

可燃ごみとして出してください。 

 

◎資源ごみの回収はスーパーなどを支援したほうが効率的だと思うが、アルミ回収へのポ

イント付与が県条例違反なのは時代遅れではないか。 

→アルミ回収へのポイント付与が県条例に違反しているかどうかは、県（岐阜県警察）の判

断に委ねられているところです。資源ごみの効率的な回収方法については、市として今後

も検討を進めて参ります。 

 


