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「第２次 Edogawaごみダイエットプラン（江戸川区一般廃棄物処理基本計

画）（案）」の意見募集結果について 

 

 

「第２次 Edogawa ごみダイエットプラン（江戸川区一般廃棄物処理基本計画）（案）」に関す

る意見募集手続きは、令和４年２月１日から２月１４日までの期間で行いました。その際、

６名より計 23 件のご意見をいただきました。お寄せいただいたご意見及び区の考え方は、

以下の通りです。 

 

 

１ 意見募集手続の概要 

（１）意見募集期間 

令和４年２月１日から２月１４日までの間 

（２）周知方法 

ア 区公式ホームページに掲載 

イ 令和４年２月１日号の「広報えどがわ」に掲載 

※環境部清掃課窓口に閲覧用の印刷物を設置 

（３）意見の提出方法 

   ア 区公式ホームページ 

   イ 持込み又は郵送 

（４）提出先 

環境部清掃課清掃事業係 

 

 

２ 意見募集の結果 

 

 頂いたご意見 区の考え方 

１ 素晴らしいと思います。 

 

 

 ありがとうございます。今後も更なるごみ

減量・リサイクル施策に取り組んで参ります

ので、引き続きのご協力をお願い致します。 

２ 第二次‥計画案を読んでみました。 

規模の大きな事でとても大変だと思いま

した。 

一般区民としてできることをするように

 ありがとうございます。今後も更なるごみ

減量・リサイクル施策に取り組んで参ります

ので、引き続きのご協力をお願い致します。 
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心掛けようと思います。 

３ ごみの分別、資源回収について 

戸数の多い集合住宅に居住しております

が、全部の世帯が分別しているわけではなさ

そうです。また、回収時にせっかく分けたビ

ン、缶、ペットボトルを同じ車に投げ込んで

いるところを見たこともあります。 

今後とも普及啓発に力を入れ、ごみの分別

が更に進むよう努めて参ります。 

収集作業の効率化等の観点からビン、缶、

ペットボトルを同じ車両で収集することも

ありますが、それぞれの品目で適切にリサイ

クルを行っています。 

４ 古着の拠点回収について 

古着は回収拠点が遠いので出すのがとて

も大変です。 

古着古布の拠点回収は、令和４年度に新た

な回収場所を設置するなど回収場所の増設

に取り組んでおります。 

ただし、古着についても最も大事なのは排

出抑制（Reduce）だと認識しています。引き

続き、排出抑制の取り組みにも努めて参りま

すので、ご理解のほどよろしくお願いしま

す。 

５ 電池の拠点回収について 

電池は回収ポストのようなものがあれば

良いと思います。 

電池については、燃やさないごみの中継所

でピックアップし、適切にリサイクルを行っ

ておりますので燃やさないごみでお出しく

ださい。なお、二次電池やボタン電池につい

てはお手数おかけして大変恐縮ですが、回収

協力店への持込みをお願い致します。 

６ ＳＤＧｓについて 

ＳＤＧｓという言葉は流行ってますが何

か分かりにくく抽象的だと思います。 

ＳＤＧｓは 17 のゴールと 169 のターゲッ

トから構成されています。ＳＤＧｓと本計画

の関係を本計画内でお示ししております。1

人ひとりの行動がＳＤＧｓのゴール達成に

繋がりますので、ご理解のほどよろしくお願

いします。 

７ ごみ削減のインセンティブについて 

地球温暖化など環境問題が叫ばれている

昨今、ゴミの排出削減は非常に重要な課題だ

と思います。ただ、環境問題は瞬時に気候変

動や海水面の上昇が起こるわけではなく、長

期にわたって徐々に脅威を増すだけにあっ

て、身近な課題と感じにくい部分もあるかも

しれません。このような観点から、区民や区

内の事業者が積極的に推進できるよう、ごみ

の排出削減量に応じたポイント制度も導入

されてみてもいいかもしれません。 

 ご指摘のとおり、環境問題は身近な課題と

感じにくい部分もあると認識しています。区

では、区ホームページや広報えどがわなどを

活用し、わかりやすい表示を工夫しながらご

みの問題が区民にとって身近な問題である

ことの啓発に努めてまいります。 

また、経済的インセンティブを活用したご

み減量への取り組みについては、ごみ処理経

費負担の適正化という観点から検討に努め

て参ります。ポイント制度についてはごみ減

量に関する行動の可視化を図る観点から研
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究して参りますので、ご理解のほどよろしく

お願い致します。 

８ 区民の学びの促進について 

SDGS の 17 の目標のうち 4 つ目に「質の高

い教育をみんなに」があり、このテーマに関

連するえどがわごみダイエットプランの目

標が環境学習や出前講座、ごみ処理に関係す

る施設の見学会を実施し区民の学びを促進

しますとある。例えば埋め立て処分場を実際

に見に行くとそこの案内の方の説明がとて

も切実な声だったり、現状をわかりやすく教

えてくださるので、これ以上埋め立てる場所

がないのでごみ減量に取り組まないといけ

ないという気持ちになる。学校はもちろんの

こと、大人ももっと機会を増やす必要があ

り、「仮称大人の環境施設見学会」を実施して

ほしい。 

 ご指摘のとおり、世代に捉われず学ぶ機会

を増やす必要性を認識しており、世代を問わ

ず参加できるリサイクル施設見学会を実施

してきました。 

 リサイクル施設見学会では、最終処分場の

見学も行っていますので、これらの取り組み

を通じて、区民の学びを促進していきます。 

９ 生ごみの水切りについて 

手で絞るだけでは不十分で、ごみとして出

す前に乾かすという一工程を加えると良い

と思う。例えば茶葉はとても水分を含んでい

るので水切りゴミ袋ごと陽に当たるところ

に出して乾燥させればかなりの水分が減る

ので推奨すると良いと思う。 

 生ごみは燃やすごみの約３４％を占めて

おり、生ごみ減量の重要性は高いと認識して

います。 

 ただし、生ごみを乾燥させて燃やすごみと

してお出しいただくことは、乾燥させるスペ

ースの確保の問題や悪臭・害虫発生の恐れな

ども考えられます。区としては、誰でも行え

る取り組みとして、引き続き生ごみの水切り

推奨に努めて参りますので、ご理解のほどよ

ろしくお願いいたします。 

10 集合住宅での管理人さんへのごみ分別講座

の実施について 

集合住宅で良くあるのが管理人さんによ

る資源として出したごみ袋に水分が見られ

ると燃えるゴミに移してしまうというもの。

せっかく住民が分別に資源として出してい

るものを燃やすごみに移しているのでなぜ

ですか？と聞くと前の管理人から引き継い

だとのこと。 

どの程度の水分なら資源として大丈夫な

のかを講習会を開いて説明していただくと

 区では、町会や自治会などへ分別や３Ｒの

取り組み方法などについて身近な学びの場

としての出前講座を行っています。 

 これらの取り組みを通じて、ごみの分別が

更に進むように努めて参ります。 
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燃やすごみの中の資源ごみが減る機会にな

ると思う。 

11 プラ新法について 

P21 の 3Ｒ実践の課題の中の家庭ごみのリ

サイクルの中に「新たな資源回収品目につい

ても検討が必要です」とあり、プラ新法が出

来たことで製品プラもリサイクルの対象に

なる。製造者も製品の設計をリサイクルしや

すいものにすることで今後はもっとリサイ

クルが可能になると予想される。燃やさなく

てもよいようにぜひ取り組んでいただきた

いと思う。 

 令和４年４月施行のプラスチックに係る

資源循環の促進等に関する法律を踏まえ、江

戸川区にとって適した分別回収体制を検討

して参ります。 

12 「情報の提供」について 

なぜゴミを減らさないといけないのか、と

いうことを、区民に理解してもらうことが何

より大切だと思います。 

わたしは分別してるから大丈夫 

わたしはポイ捨てしないから大丈夫 

と、ゴミ問題を人ごととせず 

自分が買ったものが環境を汚しているこ

とに、気付いてもらいたい。 

大量生産・大量消費・大量廃棄が止まらな

いのは、自分たちが買っている商品が、それ

を助長させていること。 

買えば買うほど、その企業を応援している

ことにつながること。 

安いものを使い捨てにせず、 

良いものを永く使うことが、最終的に、経

済も安定的に回るということ。 

25年後には、海の生物と、海のゴミが、1:1

になること。 

わたしたちは、１週間にクレジットカード

一枚分の大きさのプラスチックを体内に取

り入れていること、やその過程について。 

マイバック、マイボトルを使うだけでは、

何の解決にもならないこと。 

東京の廃棄物最終埋立地が、残り僅かしか

ないこと。 

ご指摘のとおり、環境問題は身近な課題と

感じにくい部分もあると認識しています。区

ホームページや広報えどがわなどを活用し、

わかりやすい表示を工夫しながらごみの問

題が区民にとって身近な問題であることの

啓発に努めて参ります。 
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埋立地から滲み出る土壌汚染は、分別がき

ちんとされていない結果であること。 

分別をきちんとしなかった場合、ゴミ処理

場の施設にトラブルが起こること。 

その分別がめんどくさいなら、そもそもゴ

ミを出さない暮らしを心がけること。 

ゴミの処理に、１年間でどれくらいの税金

がかかっているのか。 

SDGsのケーキモデルとして、一番下の土台

が環境問題であること。 

地球環境なくしては、そもそも、労働、教

育、福祉、男女平等などは成り立たないこと。 

など、上記のことを知れば、自発的にロー

ウェイストの暮らしを心がけるようになる

と思います。 

その情報を得る機会をもっと増やすこと

が、課題だと思います。 

例えば、みんなでゴミ拾いをした後に、ゴ

ミ問題についてのおはなし会をしたり、区報

に、クイズ形式でゴミ問題を掲載したり。 

区民の意識が高まれば、自然とゴミは減っ

ていきます。 

13 ごみ分別案内チャットポットの見直しにつ

いて 

分別が分からない利用者がホームページ

を開いた際、ぱっと見で分かる表示にした方

が良いと思う。問合せの項目の簡素化：優し

く話しかける技法より単刀直入な問いかけ

の方が利用者として使いやすい（分別が分か

らないごみを入力して）外国人向けにせめて

英語での表記があると良いと思う。 

 ホームページ利用者にとって使い勝手の

良い操作画面を検討して参ります。 

 また、多言語化についても引き続き検討し

て参ります。 

14 えどがわエコセンターとの連携について 

 エコセンターが学校向け行っている「出前

講座=環境学習」に『SDGs とごみダイエット』

等のメニューを加える。エコカンパニー登録

事業者に対してアンケート調査などを行い

意識の向上を図る。 

 区では、町会や自治会などへ積極的に事業

の PRを働きかけ、分別や 3Rの取り組み方法

などについて身近な学びの場として出前講

座を行っています。今後は SDGs とごみ問題

の関連についても啓発を推進するほか、認定

NPO 法人えどがわエコセンターとも連携して

取り組んで参ります。 



6 

 アンケート調査については、気候変動に関

する意識調査をエコカンパニー登録事業者

宛に実施するほか、認定 NPO法人えどがわエ

コセンターにおいてエコレポートの提出を

促すなど、環境に関する取り組みの実態確認

に努めていますので、ご理解のほどよろしく

お願いいたします。 

15 生ごみの減量化について 

〇水分を含む野菜などは自然乾燥してから

燃えるごみに出す方法。 

ざる、乾燥ネット、ソーラーフードどらー

やー（エコセンター企画提案）などで自然乾

燥し、ごみの重量と清掃工場の負担の軽減化

を図る。 

〇コンポストの推進=生ごみを捨てない生活

（食循環） 

食べる→生ごみが出る→コンポストに入

れる→堆肥を作る→野菜を作る→食べる 

戸建住宅、マンション住宅向けのコンポスト

を紹介・補助事業をエコセンター企画提案と

し設置の義務化を図る。出来た堆肥を利用で

きない場合は【えどがわ環境財団】で回収し

公園等で利用する。 

区では、ごみの減量のため生ごみを発生さ

せない取り組みや、生ごみを減量させる方法

についてお知らせしています。 

生ごみ処理機については、国の調査により

購入者の４割が途中で使用をやめてしまっ

たという結果が出ていることから助成や導

入の義務化は行っていませんが、堆肥化も含

めて、生ごみの削減に繋がるさまざまな手法

を普及することが行政の役割だと考えてい

ます。 

また、認定 NPO法人えどがわエコセンター

とも連携して取り組んで参りますので、ご理

解のほどよろしくお願いいたします。 

16 家庭系食品ロスの削減について 

〇食べきりレシピ料理教室に加え「ちょっと

有名シェフによる料理コンテスト」の開催。 

料理コンテストとは：参加者が家庭から残

り材料を持ち寄り料理して美味しさや見た

目、アイデア、生ごみ量の少なさを競うコン

テストとする。 

 区では、料理研究家の先生による食べきり

レシピの紹介や、大学とのコラボによる料理

教室を行っています。 

 ご提案いただいたイベント等は意義のあ

ることと受け止めておりますが、本計画でお

示しした具体的な取り組みを着実に実行に

移し、食品ロスの削減に向けて効果的な施策

を検討してまいりますので、ご理解のほどよ

ろしくお願い致します。 

17 事業系食品ロスの削減について 

〇イベント量の予約制へ 

お正月（おせち）豆まき（恵方巻き）クリ

スマス（チキン）など各店舗で大量に作り、

まだまだ余っている状況が見られる。 

〇同量サイズのパック（料理の提供）に偏ら

 ご提案いただいた取り組みは事業系食品

ロスの削減に資するものと受け止めており

ます。食品ロス削減に積極的に取り組み成果

をあげている事業者等に表彰を行い、食品ロ

スの削減について更なる促進とその普及に

努めて参ります。 
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ない小・中・大盛の提供へ。利用者のニーズ

に合ったサイズが選べる。 

〇野菜などは袋詰めの他に１個買いができ

るようにする。 

18 資源とごみの出し方パンフレットの見直し 

思わず見たくなるようなメリハリのある

構成、文字、絵（少し詰め込み過ぎでごちゃ

ごちゃしている感がある） 

 区民にとってわかりやすい冊子の作成に

努めて参ります。 

19 ホームページのチャットポットの貼り方 

ちょっと見、分かりにくい→右下より左上

の方が気付きやすい 

わかりやすい文章を→EX:ゴミ分別案内 

押してね！をゴミ別分わからないときは押

してね！など 

ホームページ利用者にとって使い勝手の

良い操作画面を検討して参ります。 

 また、多言語化についても引き続き検討し

て参ります。 

20 えどがわエコセンターによる『ごみ分別ワー

クショップ』の開催 

ゲームやクイズによる楽しくごみ分別の

周知 

区では、町会や自治会などへ積極的に事業

のＰＲを働きかけ、分別や３Ｒの取り組み方

法などについて身近な学びの場としての出

前講座や、学校などを対象とした環境学習を

行っています。 

 また、認定 NPO 法人えどがわエコセンター

とも連携して普及啓発に努めて参ります。 

21 ごみの飛散した集積所について 

現状写真からでもわかるように場所によ

っては悲惨な状況になっている。特に自治会

のない所（小型アパート等）では常にごみが

出ていてカラスのえじき化、風による飛び散

り散乱、が見られる。 

 職員が直接対面しながら指導を行う「ふれ

あい指導」に重点を置きながら、不適正排出

者に対する適切な指導に努めて参ります。 

22 資源ごみの持ち去りについて 

資源ごみ回収当日の持ち去り（アルミ缶）

も数多く発生している。（夜の集積場の持ち

去りに加え、回収当日早朝の持ち去りも多く

なっている。） 

資源持ち去り対策として、資源持ち去りに

対するパトロールのほか、古紙関係団体など

と連携し、対策の強化を図って参ります。 

23 集積ネットの設置について 

ごみ回収の悲惨な場所への設置や回収箱

や集積スペースを持たないアパート、戸建住

宅が密集している場所（個々でゴミ出し回収

boxの設置=回収作業が大変！）に貸し出し散

乱と作業の簡素化を図る。 

 ごみの飛散、カラス・ねこなどによるごみ

の散乱対策として、集積所用ネットの貸出し

を行うことで、集積所の清潔保持に繋がるよ

う努めて参ります。 
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市川市散策中に見掛けた集積ネット。実に

街並みが綺麗で感動しました！ 

 


