
３　ごみと資源の分別及び資源回収について

番号 分　類 質　問　等 回　答　等

1 ごみと資源の分別

　家庭系収集ごみ有料化が導入されても、ごみと資源の分別方
法は、今までと同じなのですか。

　資源として回収する品目が増えますので、これまでごみとして出
していた物のうち、衣類以外の布類、飲料缶以外のその他缶類
（食品用）、有色トレイ、食品用のプラスチック容器、発泡スチロー
ル、ペットボトルキャップについては資源として出してください。
　それ以外の可燃物と不燃物の分別区分は、今までどおりです。
（参考）この時点での状況です。その後、資源回収品目を更に追
加していますのでご注意ください。

2 ごみと資源の分別

　現在、ごみと資源の分別を、余りしなくて良いので、とても助
かっています。東海市とごみ処理施設が一緒になるとのことです
が、分別はこのままなのでしょうか。

　家庭系収集ごみ有料化とともに、資源化の推進も進めていく方
向です。平成35年度までに建設予定の新ごみ処理施設は、ま
だ、焼却方式等が決定していません。このため、それに合わせた
分別については、現時点では分かりませんが、徐々に資源回収
する品目は増えていくと考えられます。

3 ごみと資源の分別

　ごみと資源の分別が尐ないのは、知多市の良いところだと思い
ますので、希望としては、現在のままが良いです。

　ご意見も踏まえて、市民の皆さんにとって手間がかからず、利
便性の高い方法を考えていきます。
　地域にもお金が入り、市民の皆さんが余りごみを溜め込まない
ようにするには、地域で常設の資源回収場所の設置を進めていく
方向が良いのではないかと考えています。

4 ごみと資源の分別

　家庭系収集ごみ有料化の主旨は、可燃物、不燃物、資源をしっ
かりと分別すれば良いということでしょうか。

　家庭系収集ごみ有料化は、ごみとなる物そのものの減量と、ご
みと資源をしっかりと分別することによるごみの減量を目指すも
のです。
　また、可燃物の中に紙を入れる方が比較的多くいますが、紙も
重要な資源となりますので、資源としてお出しいただくようご協力
をお願いします。

5 ごみと資源の分別

　草や汚れたペットボトルは、ごみとして出して良いのですか。 　草はできるだけ乾燥させて、今までどおり、可燃物としてお出し
ください。ペットボトルは資源回収に出していただきたいのです
が、水洗いしても汚れが取れないものなら、可燃物として出してく
ださい。

6 ごみと資源の分別

　蛍光管は、不燃物として排出しても良いのですか。 　蛍光管は不燃物として出していただけます。ただし、袋に入らな
いような長いものは、直接清掃センターに搬入していただくようお
願いします。
　また、使用済みの蛍光管の回収を行っている販売店もあります
ので、ご利用ください。
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7 ごみと資源の分別
　病院で処方されている注射針を病院に返していますが、注射針
をごみとしてごみ収集場所で出してはいけませんか。

　在宅医療用の廃棄物は、ごみとして出していただくのではなく、
病院に返してください。

8 ごみと資源の分別

　コンクリートブロックを市では処理してもらえないと聞きました
が、日曜大工など、自分で修理した場合には、処理に困ってしま
います。何とかならないのですか。

　コンクリートがらは、清掃センターでの処理が難しいものになり
ますので、業者で処理していただくようお願いしています。
　ただし、日曜大工などで出たコンクリートブロックは、みかん箱
程度の大きさの箱１箱程度までで、清掃センターに直接搬入して
いただければ受け入れています。

9 ごみと資源の分別

　ごみ袋の中身を見られたくない時もあるので、新聞紙を使い中
を見えないようにしています。資源となる新聞紙がごみとして出さ
れていることになりますが、どうすれば良いのですか。

　資源がごみに混入している説明事例は、新聞紙１日分が丸ごと
出されていたという例です。ごみの内容によって、必要であれば、
新聞紙や紙袋で包んで、指定ごみ袋に入れても構いません。

10 ごみと資源の分別

　小さい紙を封筒に入れて出せば、資源として出せるとのことで
すが、封筒の窓口部分が紙の物とビニールの物があります。窓
口部分がビニールでも資源として出して良いのですか。

　封筒の窓口部分が紙である物については、そのまま資源として
出していただけますが、窓口部分がビニールの物については、ビ
ニールの部分を切り取ってから出してください。

11 資源回収量

　資源回収量が年々減尐しているのはなぜですか。また、その原
因の分析は行ったのですか。

　企業努力により、ペットボトル等の資源の軽量化が進んでいる
ことも大きな要因と考えています。
　また、家庭系収集ごみの内容物調査を毎年実施して、可燃物、
不燃物における資源の混入量、混入率の比較を行っています。

12 資源回収量

　資源回収量の年々減尐していますが、このまま行くと市で回収
する資源がゼロになってしまうのではないかと思います。資源売
却代がどれくらい市の収入になっているか分かりませんが、この
ままで良いのでしょうか。

　資源回収量の減尐については、スーパーなどでの店頭回収が
増えたことや、新聞販売店による新聞回収、企業努力により容器
の軽量化が進んでいることなどが原因と考えています
　また、現在の地域回収は、月に一度しか行っていないため、資
源をストックできないという理由で、スーパー等の店頭回収に出し
たり、市で回収する資源量が減ってきていると思われます。今後
は、常設の資源回収場所を増やしていきたいと考えています。

13 資源回収量
　地区によって、資源回収量の差はあるのですか。 　地区によって差はあります。

14 資源化

　大学の教授で「資源のリサイクルは実際には全体の10％しかリ
サイクルしていない」と言う方がおり、このことが本当であれば、リ
サイクルは意味がないと思いますが、どうなのでしょうか。

　現在ではリサイクル技術が進歩し、リサイクル可能なものが増
えてはきましたが、すべての物がリサイクルできる訳ではないと
思います。
　ご指摘のような意見もあるとは思いますが、違うお考えの有識
者もいます。様々なご意見があると思います。

（2／12）



３　ごみと資源の分別及び資源回収について

番号 分　類 質　問　等 回　答　等

15 資源化

　いろいろな物を資源として回収していくという中で、資源化処理
の費用を負担しなければならない物を回収する、という考え方は
どうかと思います。その辺りのことは、どちらが良いのかなどにつ
いて、市の方でしっかりと考えてほしい。

　ものによって資源化にお金が掛かるということは確かにありま
すが、輸送費の抑制のために、近いところで資源化することも、
選択肢の１つになります。こうした点も含め、総合的に考えていき
ます。

16 資源化

　資源となるペットボトルや缶などは、ちゃんと資源として回収して
いるのですか。

　新聞とアルミ缶は売れており、それぞれ資源となっています。ス
チール缶の売却単価は低いですが、鉄製品に変わっています。
ペットボトルは、国が設置した容器包装リサイクル協会から、市へ
分担金が支払われています。

17 資源化

　資源回収をした物を、どのような処理を行って資源化しているの
かを把握しているのですか。

　例えば、容器類については、容器包装リサイクル法等に基づい
た指定業者に引き渡していますが、資源化の状況は、各団体の
ホームページで確認できます。

18 資源化

　ペットボトルや缶などの製造業者に対して、何か負担を求めるこ
とはできないのでしょうか。

　市町村がごみを減らそうとしても、製造業者がどんどん売ってし
まっては意味がないので、何年も前から清掃事業の団体から要
請を行っています。
　製造の段階から負担を求めるべきと言われていますが、なかな
かそうならないのが現状です。

19 資源化

　ごみの収集日にダンボールやペットボトルなどの資源が出てい
ると、自治会の資源回収場所に持って行っていますが、ダンボー
ルに宛名が残っていたりする場合に、個人情報保護法に違反し
ませんか。

　基本的に、ごみとして排出されれば、その時点でその人が所有
権を放棄しているという形にはなります。ただ、それを他の方が
持っていくということになると、微妙なところはあります。

20 資源化

　生ごみの堆肥化について、市民の中にはやり方が分からない
人もいますが、広報に載せたりはしないのですか。

　堆肥化の取組についても、今後、検討していきます。ただ、堆肥
化しても利用できず、結局、ごみになってしまうということもありま
すので、まずは生ごみの水切りを重点的に行なってほしいと考え
ています。

21 資源化

　知多市はリサイクル率が悪いと聞きました。家庭系収集ごみ有
料化を行う前にリサイクル率を上げることが先ではないのです
か。

　知多市では地区での資源排出の機会が月に１度しかないこと
が、リサイクル率向上の制約の一つとなっているとは思います。
そのため、今後は、八幡台地区の常設の資源回収のような取組
なども検討していきます。
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22 資源化

　愛知県のデータでは、半田市が一番ごみの排出量があり、リサ
イクル率は23.8％です。知多市は９番目であり、リサイクル率は
14％程度しかありません。リサイクル率を上げれば、家庭系収集
ごみ有料化を実施しなくても良いのではありませんか。

　確かにリサイクルを推進することは、ごみの減量にもつながりま
すが、家庭系収集ごみ有料化は、リサイクル率を上げることが目
的ではなく、ごみの発生自体を抑制するためのものです。有料化
によって先ずはごみの発生を抑制しつつ、資源化も図っていく考
えです。

23 資源化

　ごみの中に入っている資源をリサイクルに回すということで減量
を図るとしていますが、東海市は、資源用の袋を作って月に１回
ごみ収集場所で収集しています。
　ごみ処理施設が東海市と一緒になることもあるので、リサイクル
に力を入れるという考えであれば、東海市のように資源用の袋を
作ってごみ収集場所で収集するということは考えてはいません
か。

　資源回収については、知多市では地域回収が主体ということで
取り組んでいます。
　東海市と新しいごみ処理施設を知多市清掃センター敷地内に
建設することが決まり、平成36年度から稼働する予定です。新し
いごみ処理施設の処理方式によって扱いが変わってきますの
で、それに向けて再度検討が必要になると考えます。
　地区ごとの実情に応じた対応も必要と考えています。収集体制
の面で、収集場所で資源を集めることは難しいかもしれません
が、常設の資源回収場所のような取組を地区でやっていただき、
回収量に応じて市から奨励金を出すことも推進していきたいと考
えています。

24 資源回収品目

　新しく追加された資源回収品目は、清掃センターやリサイクルプ
ラザに直接搬入すれば良いのですか。

　直接搬入していただくことも可能ですが、月１回の地域回収で追
加品目ごとに専用の回収箱などを準備しますので、地域回収でも
出していただけます。

25 資源回収品目

　資源回収品目を拡大すると、地域回収の当番などで市民の負
担につながるのではありませんか。別日を設けて、収集場所で回
収することはできないのですか。

　現在、市民の皆さんにとって、より利便性の高い方法を模索し
ている段階です。改善できる点は改善できるよう努力していきま
すので、ご協力をお願いします。

26 資源回収品目

　資源回収品目を、資源回収に出したいと思っていますが、共働
きということと、知多市の資源地域回収が月に一度しかないこと
で、なかなか出せるタイミングがありません。地域回収に資源を
出せない場合は、スーパー等で行っている資源回収を利用する
ようにとの説明でしたが、追加となる資源品目分もスーパーで回
収してくれるのですか。

　スーパー等の店舗では、全ての資源品目を回収してはいませ
ん。どこのスーパーで何を資源回収しているのかを調査し、平成
29年３月に配布する「ごみと資源の出し方」についての冊子にそ
の内容を掲載しますので、ご活用ください。
　また、資源を排出するタイミングが合わないとのことですが、
スーパー等の資源回収以外にも、リサイクルプラザでは土曜日と
日曜日の午前９時から11時まで資源回収を受け付けていますの
で、こちらもご利用ください。
（参考）この時点での状況です。４月から、土曜日の搬入時間を
11時30分までに延長します。
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27 資源回収品目

　資源の分別表は、ありませんか。 　ごみと資源の出し方についてまとめた冊子を、３月中に全世帯
に配布します。資源分別表以外にも、ごみについて詳しくまとめて
いますので、参考にしてください。

28
資源回収品目
　（紙類）

　新聞紙と広告紙は、別々に分けて資源回収に出すのですか。 　これまでどおり、新聞紙と広告紙は分けずに、一緒に資源として
出してください。
　紙類は、「新聞紙と広告紙」、「段ボール」、「雑誌やその他紙
類」の３種類に分けて資源回収に出してください。
　特に、その他紙類は、ごみとして出される方が多いので、ぜひ、
資源として出していただくよう、ご協力をお願いします。

29
資源回収品目
　（紙類）

　資源物が汚れたり、濡れてしまった場合は、資源回収ではなく、
可燃ごみとして出すようにとのことですが、どの程度の物であれ
ば、資源として出して良いのでしょうか。

　濡れてボロボロの物でなければ、尐し汚れた紙や濡れを乾かし
た紙であっても、資源回収に出していただけます。

30
資源回収品目
　（紙類）

　封筒等は雑紙の資源として排出できるとのことですが、封筒等
にある住所や名前などの個人情報については、情報流出などに
ついてどの程度危惧されているのですか。

　現在、雑紙の資源は、リサイクルプラザで正職員と臨時職員が
資源化できるもの、できないものに選別をし、資源再生業者経由
で製紙工場へ行く流れとなっています。　ご心配であれば、ご自
身で個人情報に該当する箇所を切っていただいたり、見れないよ
うにしていただく必要はあると思います。
　また、家庭用のシュレッダーにかけた紙でも、飛散しないように
していただければ、資源として排出できます。

31
資源回収品目
　（紙類）

　シュレッダーにかけた紙も、資源回収に出せるのですか。 　紙の袋や封筒などに入れて、散らばらないようにすれば、資源
回収に出せます。

32
資源回収品目
　（衣類）

　リサイクルに出す衣類は、クリーニングした物に限るということを
聞いたことがありますが、どうなのでしょうか。

　「洗って出してください」とお願いしていますが、ひどく汚れてい
なければ構いません。しばらく使用していなくて、黄ばんでいるよ
うな衣類でも、そのまま出していただけます。

33
資源回収品目
　（布類）

　布類を資源回収に出す際は、ちゃんと折畳まなければなりませ
んか。

　手で持てるように、ひもで縛って、崩れないようにしていただけ
れば結構です。

34
資源回収品目
　（衣類）

　衣類は大量の場合、清掃センターやリサイクルプラザへ持ち込
んで良いのですか。

　清掃センターとリサイクルプラザに、資源回収場所がありますの
で、直接持ち込んでください。

35
資源回収品目
　（缶類）

　缶などで、洗っていないものは、ごみとして出して良いのです
か。

　基本的に、缶は洗って資源に出していただくよう、お願いしてい
ます。
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36
資源回収品目
　（缶類）

　潰した飲料缶は、回収していないと思いますが、今後はどうなる
のですか。

　飲料缶は、潰していただいても、そのままでも回収します。リサ
イクルプラザの機械の関係上、できれば、潰さずに資源回収にお
出しいただくよう、お願いしているものです。

37
資源回収品目
　（缶類）

　コーヒーの缶は、その他缶類として出せば良いのですか。 　飲料用のコーヒー缶にはアルミ缶とスチール缶があり、どちらも
資源として回収しています。
　平成29年４月からは、新たにその他缶類として、ツナ缶などの
食品用の缶を、飲料缶とは別に回収します。コーヒー豆の缶は、
その他缶類として資源回収に出してください。

38
資源回収品目
　（缶類）

　新たな回収品目となる「その他缶類」で、猫の餌缶などは、どの
ようにして資源回収に出せば良いですか。

　できるだけ臭いのしないように、洗って出してください。水で２、３
回すすいで、固形物が残っていなければ、多尐油分が残っていて
も構いません。

39
資源回収品目
　（缶類）

　隣接市町では、缶の回収は洗わなくても良いということを聞きま
すが、知多市は職員の都合で洗って出すよう言っています。市で
処理をしている自治体もありますが、それはできないのですか。
そのことによってごみが減るのではないですか。

　知多市の地域回収は、地域のご協力をいただきながら月１回実
施しています。当番でご協力をいただいているので、缶が汚れて
いたり、たばこの吸い殻が入っていたりして、当番の方が嫌な思
いをすることがあってもいけないと思います。
　また、洗ってあることで、缶の売却単価も変わります。売却金額
は、各地区に全額お返ししています。洗わなくても良い方式に変
更することで、売却単価が下がり、奨励金が減って地区が困るよ
うなことになった場合、再度洗って出す方式に戻すことは非常に
困難です。このため、今後も洗って出していただきたいと考えてい
ます。

40
資源回収品目
　（缶類）

　なぜ、ごみの中に資源が入っているか考えたことはありますか。
水で洗って出すのが嫌な人がそうしているのではないですか。口
でいくら言っても進みません。ごみ袋が１枚50円になることで、本
当にごみが減るのですか。責任を持ってやれるのですか。覚悟を
もって真剣に考えてやっているのですか。

　資源となるものが、ごみとして排出される最も大きな理由は、地
域回収が月１回のため、資源を保管しておく場所がなく、仕方なく
ごみに出すということではないかと考えています。このため、資源
を出しやすい環境を整備することが重要と考えています。
　資源売却代が地区の財源になっているため、地域回収は継続
してほしいというご意見もありますので、地域回収を残しながら、
地区にお金も入り、資源を出しやすい方式として、八幡台地区の
取組をご紹介しています。
　常設の資源回収場所として適当な土地がある場合には、業者と
の調整などについて市にご相談ください。ただし、業者は回収で
きる品目が限られています。市が間に入ることで、業者が回収す
るものと、市が回収するものを切り分ければ、地域回収と同等の
品目数を確保できるのではないかと思います。
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３　ごみと資源の分別及び資源回収について

番号 分　類 質　問　等 回　答　等

41
資源回収品目
　（ペットボトル）

　資源として回収しているペットボトルなどを売却して、年間どれく
らい市に入るのですか。

　手元に資料がなく、単価しか分かりませんが、平成28年度は
ペットボトルは１kg当たり20円、新聞紙は同じく８円です。
　なお、地域回収で集めていただいた資源の売却代金は、全額を
各々の地域にお返ししています。

42
資源回収品目
　（ペットボトル）

　ペットボトルのラベルは、外さなければならないのですか。 　ペットボトルはラベルがついたまま、資源回収に出していただい
て構いません。

43
資源回収品目
　（トレイ類等）

　資源回収品目が追加されるとのことですが、有色トレイだけでな
く、プラスチック全般を資源回収として考えていないのですか。

　容器包装リサイクルについてのお話だと思いますが、多くの市
町村がプラスチックを資源として集めています。現在、業者と調整
を進めていますが、食品トレーで透明のものや卵のパック等も、
資源として回収できそうな状況です。詳細が決まれば、平成29年
３月に配布する「ごみと資源の出し方」の冊子でお知らせします。
　また、平成35年度までに、東海市と共同で新ごみ処理施設を建
設することが決定していますが、その際には、施設の焼却方式等
に合わせて、資源回収品目を見直すことが考えられます。

44
資源回収品目
　（トレイ類等）

　資源回収品目が拡大することは大変ありがたいです。色付きト
レイも資源回収の対象になるとのことですが、「プラ」と書いてある
菓子やパンの袋も対象になるのですか。

　今回、回収品目として拡大する物は、現時点では色付きのトレ
イ等のみで、菓子袋などのフイルム状のプラスチック製容器包装
は対象ではありません。
　現在の知多市の施設は、プラスチックも処理できる施設で、プラ
スチックを助燃材として活用できるため、対象としない側面もあり
ます。今後、東海市と共同で建設する施設のごみ処理方式によっ
ては、プラスチック類の分別も必要となる場合もあるため、プラス
チック製容器包装の分別収集についても、検討していく必要があ
ります。
　また、平成26年度に開催した検討会議の中で、プラスチックの
分別について、「増えすぎてもやりにくい。」「今の分別方法が容
易でやりやすい。」というご意見がありましたので、色付きのトレイ
等のかさばる物を回収品目として追加しました。

45
資源回収品目
　（トレイ類等）

　現在のごみの内容を考えてみると、弁当のプラスチック容器が
非常に多いと思います。説明の中では、資源回収品目にはあり
ませんが、回収品目に加えることはできませんか。

　今後も、資源回収品目の拡大を検討していきますが、追加する
品目については、モデル地区で実験的に回収を行う等して、回収
の仕方や処理方法等を検討します。
　なお、弁当のプラスチック容器は、回収の方向で調整中です。
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３　ごみと資源の分別及び資源回収について

番号 分　類 質　問　等 回　答　等

46
資源回収品目
　（発泡スチロール）

　電化製品についている発泡スチロールの緩衝材は、４月から資
源として出せるのですか。

　平成29年４月から、資源回収の対象品目となります。

47
資源回収品目
　（発火性危険物）

　殺虫剤などのスプレー缶は、中身が残っていても資源回収の際
に出していいのですか。

　スプレー缶は、中身のガス等が入っていても構いませんので、
そのまま資源回収の際に出してください。
　以前は、中身を出して、不燃物として出していただきましたが、
穴あけ等に危険が伴いますので、現在は、発火性危険物として、
そのまま回収しています。

48
資源回収品目
　（乾電池）

　乾電池は、資源回収に出せないのですか。 　使用済み乾電池は、平成29年４月から、資源の地域回収の対
象品目となります。現在でも、公民館等に設置した回収ボックス
にお出しいただけます。

49
資源回収品目
　（乾電池）

　乾電池は水銀ゼロになってから、不燃物として捨てています
が、今後は不燃物として出してはいけないのですか。

　乾電池は、他市町村でも資源として回収しているところが多く、
ごみを減らすために、資源として回収します。尐量であれば、これ
までどおり不燃物として出すことも止むを得ないとは思います。

50 小型家電
　パソコンなど、清掃センターの事務所で回収しているものは引き
続き無料で処理してもらえるのですか。

　パソコンなど、事務所で回収している小型家電は、引き続き無
料で回収します。

51 小型家電
　小型家電回収ボックスの投入口よりも大きい家電は、どうしたら
良いのですか。

　粗大ごみとして、清掃センターに直接持ち込んでください。

52 小型家電
　ＣＤやＤＶＤも、家電回収ボックスに入れ良いのですか。 　ＣＤやＤＶＤのプレーヤーは、小型家電回収ボックス入れて構い

ませんが、ディスク類は燃えるごみとして出してください。

53 常設資源回収場所

　常設の資源回収場所などを設けて、地域回収の増加分を分散
するようにし、なおかつ、地区の収入が増えるようにしてほしい。

　市民の皆さんのご意見も踏まえながら、利便性が高くて、地区
の財源にもなり、現状の問題にも対応していける方法を検討して
いきたいと考えています。

54 常設資源回収場所

　高齢者や体の悪い人は、月１回の資源回収に出しに行けませ
ん。市で常設の資源回収場所は設置しないのですか。

　地区に資源の売却代をお返しするという面からも、市が直接、
土地を借り上げたり、購入して資源回収場所を設置することは、
現在のところ考えていません。
　場所を確保できれば、市での設置も可能ですが、活用できそう
な市の土地はほとんどなく、地区でもなかなか見つかりません。
もし適当な土地があれば、いつでもご相談ください。
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３　ごみと資源の分別及び資源回収について

番号 分　類 質　問　等 回　答　等

55 常設資源回収場所

　常設の資源回収場所を、各地区に市で設けてもらえるとうれし
いです。

　地区が主体となって回収すれば、集団回収奨励金を地区にお
返しできます。市が公共的な場所に設置した場合、お返しすると
しても、どのように地区に割り振るかという問題があります。
　市として設置することも、検討はしています。

56 常設資源回収場所

　常設の資源回収場所の取組をする際は、市の土地を使えるの
ですか。

　八幡台地区の事例では、当面、未利用となっている市の土地を
使用しています。市の土地で使用できるものがあれば、調整して
いきたいと考えています。

57 常設資源回収場所

　常設の資源回収場所を、公民館の敷地内に設置できないので
すか。

　公民館は、社会教育施設のため、資源回収場所を設置すること
が難しいようですが、今後、施設のあり方も変わっていく方向の
中で、設置の可能性を検討していきます。

58 常設資源回収場所
　常設の資源回収場所に適した候補地が見つかった場合、箱な
どはどうするのですか。

　地区が業者と契約を結ぶため、業者が設置します。場所が確保
できれば、市が業者との仲介を行うなどの協力をします。

59 常設資源回収場所

　資源回収を促進するということですが、大手スーパーなどでは、
ポイントが還元されるところがあります。小売店などと共同でシス
テムを作って、個人に何か還元されるようなシステムを構築でき
ませんか。

　子ども会等が実施する集団回収に対する奨励金を、資源回収
量１kgにつき２円から４円に増額します。
　月１回の地域回収は、地区の皆さんに協力によって支えられて
います。知多市の資源回収方式は、始まった当初は画期的な方
法とされていましたが、現在ではうまく機能していない面がありま
す。皆さんがより資源を排出しやすく、地域にお金が入ることを勘
案すると、地域回収から集団回収のような方法に移行していくこ
とが良いのではないかと考えています。
　地域の資源回収に出していただきながら、民間事業者による資
源回収もご活用いただければと思います。

60 資源の地域回収

　地域回収の奨励金は、１kgにつき２円のままということですか。 　地域回収の奨励金は、回収量に対する上乗せ金はなく、鉄や
紙などの売り上げ代金になっています。平成24年までは、地域回
収に対して奨励金がありましたが、今は売却代金のみを地区に
お返ししています。
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番号 分　類 質　問　等 回　答　等

61 資源の地域回収

　現在の資源回収の奨励金という形で、市から地区へ払われる
分は１kg当たり２円ということではないのですか。

　平成24年度までは、地域回収についても回収量に応じた上乗
せの奨励金がありましたが、現在は売上代金のみを奨励金とし
て地区に支払い、上乗せの奨励金はありません。
　地区で回収された資源の売却代金を平均すると、１ｋｇ当たり２
円程度となっているのかもしれません。鉄や紙などの買取価格に
左右されますが、現状では同じか、鉄は下がるくらいの状況で
す。

62 資源の地域回収

　地域回収を高齢者が中心となってやっていますが、朝１時間、
当番で立つのは疲れます。また、前日の夜に資源を置かれるの
で、それを整理するのも大変です。時間を変えれないかと思いま
すが、市で回収時間の設定などはあるのですか。

　朝８時半から午前中に回収をしています。その他の地区でも回
収を行わなければならないため、早い時間に設定させていただい
ています。他の地区でも、地域回収は大変とのご意見があります
ので、常設の資源回収場所等、地区の事情を踏まえた対応を検
討したいと考えています。

63 資源の地域回収

　資源回収の日が平日のため、仕事をしている人が対応できま
せん。土曜日や日曜日に資源の地域回収を行うことができませ
んか。

　土曜日や日曜日に実施する方が、皆さんにとっては最も利便性
が高いと思います。ただ、市内に相当な箇所数があり、毎日、手
一杯で収集していますので、特定の曜日に集中して回収すること
は難しい状況です。
　民間の事業者にもご協力いただき、常設の資源回収場所を設
けるということが、現実的な姿ではないかと考えています。

64 資源の地域回収

　ごみの減量のため、ごみとして排出している資源を資源と出す
ようにすることが重要だと思いますが、現在の資源回収は月１回
しかないため、資源が出しにくい状況です。市として、何か良い方
法は考えていないのですか。

　平成29年度に「ごみの減量講座」の開催することを考えていま
す。資源の出し方やごみの減量方法、リサイクルの情報等をお伝
えするような講座です。
　また、知多市では地区での資源回収が月１回で、資源を排出す
る機会が尐ないという指摘があります。常設の資源回収のような
方法が、地区の方々にとって良いのでは考えていますが、地区と
の調整が必要となります。今後、検討していきます。

65 資源の地域回収

　地域回収と集団回収の違いを教えてほしい。 　地域回収は、毎月１回、地域の方に当番などでご協力をいただ
いて行っている方法です。集まった資源は市が回収して、業者に
売却します。売却代金は、全て地区にお返しします。
　集団回収は、子ども会等の団体が直接回収業者と契約をして、
資源を回収する方法です。業者が回収を行う分、売却単価は安く
なりますので、現在は市が資源回収量１kgにつき、２円の奨励金
を支払っています。平成29年度から奨励金を４円に増額します。
　地区に入るお金は、地域回収の方が高いと考えられます。
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66 資源の地域回収

　常設の資源回収場所のような取組は便利ですが、資源の回収
量は増えるのですか。集団回収だから地区に入るお金は、地域
回収より尐なくなるのですか。

　八幡台地区の例では、地域回収と常設の資源回収場所での集
団回収を行なっており、４月からの半年の実績として、回収量は
約1.5倍で、地区に入ったお金は尐なくなっています。平成29年度
から集団回収に対する奨励金が、資源回収量１ｋｇにつき４円と
なりますので、地区に入るお金は多くなります。

67 資源の地域回収
　月１回の地域回収は道路脇でやっていますが、それを公園でや
ることはできませんか。

　移動について地区からリサイクルプラザに相談をいただき、関
係者の了解が得られれば、対応させていただきます。

68 資源の集団回収

　集団回収の奨励金が増えるとのことですが、集団回収とは具体
的に何を指すのですか。

　集団回収とは、子ども会等の団体で資源回収を行っているもの
で、月に一度行っている地域回収とは異なります。集団回収につ
いて、現状は１ｋｇ当たり２円を奨励金としてお渡ししていますが、
家庭系収集ごみ有料化後は、資源の更なる回収のため、４円に
増額します。

69 資源の集団回収

　東海市でもごみ収集場所での回収に加えて子ども会の回収
や、常設の資源回収場所がありますが、知多市ではできないの
ですか。

　知多市の資源の地域回収は、売却代金を地区に返還していま
すが、東海市のごみ収集場所での資源回収は、地区への還元が
ありません。売却代金が地区の重要な収入源になっているところ
もありますので、地区で常設の資源回収場所を設けていただき、
奨励金をお渡しする方法を推進していきたいと考えています。

70 資源の集団回収

　地区が資源の集団回収の主体となって、資源回収業者と直接
取引をすることになった場合には、回収容器などを市のリサイク
ルプラザから全て運んでもらえるのでしょうか。

　まず、実施のためには、おそらくどこかに拠点が必要になると思
います。八幡台地区のように、どこかにコンテナを設置したり、常
時出せるような拠点がないと、難しいのではないかと思います。
　次に、業者と直接取引をする場合は、業者が戸別に取りに行っ
たり、回収場所を決めて取りに行くという方式になります。このた
め、回収容器について市は関与しません。

71 資源化の補助制度

　東海市と常滑市は生ごみ処理機に補助金を出していますが、
生ごみ処理機の補助はないのですか。

　知多市でも、以前は生ごみ処理機とコンポストの補助を実施し
ていました。利用が尐なくなった時点で終了しています。生ごみ処
理機やコンポストは、堆肥を活用できない場合、それがごみにな
り、有効に活用できる人が限られますので、補助の復活は考えて
いません。
　生ごみを減らすためには、「３つの切る」が大切になりますの
で、その啓発を行っていきたいと考えています。ごみ減量講座等
を開催し、受講される方に水切りグッズをお配りすることを考えて
います。
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72 資源化の補助制度

　家庭系収集ごみ有料化については理解できましたが、ごみの
減量を進めるために何か補助制度等はないのですか。

　補助金という形ではありませんが、剪定枝について、チップ化の
機械を市で購入し、市民に貸し出しをすることを検討しています。
　今後、他の市町村の例などを参考にして、補助制度等の検討を
していきたいと思います。

73 資源化の補助制度

　新聞記事で、常滑市の生ごみ堆肥化装置を見ましたが、常滑
市の実績はどのくらいですか。
　また、知多市では導入しないのですか。

　資料が無く、常滑市での実績は分かりません。そうした施策に
ついても、今後、検討していきたいと考えています。
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