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中学校区別に「ごみワークショップ」を開催しました。
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ワークショップ後のアンケートでは…

　川西市のごみに関する市民の考え、意見はどのよ
うなものかを把握する目的で、市内7つの中学校区ご
とにワークショップを開催し、162名（男性79名・女性
83名）に参加いただきました。
　ワークショップを開催するに当たり、事前に地域が
考えるごみの問題や自治会の活動状況を把握するた
め、各自治会の自治会長を対象に、自治会向けアンケ
ートを実施しました。

　ワークショップのプログラムは、「一般廃棄物処理
基本計画」の説明や、「クイズ形式での間違えやすい
分別の解説」と、参加者による「グループワーク」を行
い、市民からの意見を取りまとめました。

　基本計画の説明やごみ分別クイズについては、「毎
回ごみの日に対して不満があったが、このワーク
ショップで解決策を見つけられたようで納得した」
「基本計画についてもっと詳しく説明してほしい」
という意見や、「分別について大変勉強になった。
もっと一般の人に知らせてほしい」という意見を頂き
ました。
　また、グループワークでは、「いろんな意見を聞け
て参考になった」「住民のごみ出しのマナーの悪さ
や、行政が行っていることが少しわかった」と、有意義な話し合い
だったという意見を頂きました。
　市が進めるごみ減量の取り組みについては、「大型ごみの有料化は
絶対反対」という意見がある一方で、「いずれは有料化になると思う
が、他市の状況を知らせてほしい」「一部有料化を考えてみるのも方
法である」や「阪神間で足並みをそろえる」などの、有料化について賛
成の意見もありました。
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設問内容

《自治会アンケート（設問）》

《ワークショップ実施状況》

開催日

［地域におけるごみの排出について］（グラフ1）
現状で問題になっていることはありますか。

［あなたがお住まいの自治会での活動について］
自治会で行っている活動についてお答えください。
分別やリサイクルについて、もっと地域で取り組んだほうが
よいと思う活動があればお答えください。
自治会で抱える課題についてお答えください。
自治会でイベントなどを行った際のごみについてお答えください。

［ワークショップの内容について］（グラフ2）
知りたいこと、話し合いたいことはありますか。

［有料化について］
ごみの有料化が検討される場合、地域としてどのような反
応になると思いますか。

■1.時間外、収集日以外にごみが出ている
■2.カラスなどの動物の被害
■3.分別の不徹底
 　　（出してはいけないものを出している）
■4.地域外から持ち込まれたごみがある
■5.不法投棄がある
■6.高齢化が進み、ごみステーションへ
　　　ごみを出しにくくなっている
■7.ごみステーションの管理が難しくなってきている
■8.自治会に入っていない人が出すごみ
■9.収集時間（早い・遅いなど）
■10.その他

①

②

③
④

10：00
10：05～10：30

10：30～11：35

11：35～11：55
11：55～12：00

《ワークショッププログラム（午前の例）》

あいさつ

［情報共有］
●市の計画について
（一般廃棄物処理基本計画の概要）
●自治会アンケートの概要
●分別クイズ

［グループワーク］
　“身近なごみの問題とその解決策を考える”
前半『身近なごみ問題はどんなこと？』
　　不法投棄やステーションの問題、分別で
　　困っている事など、意見出しをする。
　　（類似意見をグルーピング）
後半『問題を解決するために必要な対策は？』
　　前半でまとめた問題を踏まえ、市民・行政・
　　事業者ができること、実施してほしい対策
　　についてまとめる。
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■ 1.ごみの分別について
■2.ごみの減量の方法に
　　　ついて
■3.リサイクル方法（不用品
　　　交換事業、再生資源集団
　　　回収など）について
■4.ごみ袋の指定（色など）
　　　について
■5.有料化の問題について
■6.その他

（ワークショップの内容について）（ワークショップの内容について）
知りたいこと、話し合いたいことはありますか。知りたいこと、話し合いたいことはありますか。
（ワークショップの内容について）
知りたいこと、話し合いたいことはありますか。
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　最も多い意見は「分別
の不徹底（出してはいけな
いものを出している）」で、
次いで「カラスや猫などの
動物の被害」、「地域外か
ら持ち込まれたごみがあ
る」の順でした。
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る」の順でした。

　最も多い意見は「ごみ
の減量の方法について」、
次いで「ごみの分別につ
いて」で、減量や分別に関
する意識が高いようです。

プログラム内容時　間

ごみの減量化啓発・情報発信
解決策・要望課　題解決策・要望課　題

●ごみ減量に向けた現状把握が必要
●ごみ減量の啓発が不十分
●ごみ出しルールの不徹底
●分別の違う日に出されているごみが
　ある
●分別の仕方が分からない、間違って
　いる
●収集後に捨てる人が多い
●時間外に出す人がいる
●分別方法の周知不足

●「ごみの分け方、出し方」を活用する
●ごみ出しマナーに関する講習会を開く
●国崎クリーンセンター見学会の実施
●分別できていないことを認識する

ごみの有料化
解決策・要望課　題

●有料化されている市に隣接している  
　ので、ごみの持ち込みが多い
（特に大型ごみ）

●有料化を実施するまで市民の意見を
　聞き、やむを得ない状況であれば有
　料化する
●ごみ処理の有料化を進める
●ごみ袋の有料化を進める
●有料化をもっと話題にして問題提起
　を行う
●物を大切にする気持ちがあれば有料
　化せずとも減るのではないか

ごみの袋について

●黒いごみ袋では中身が分からないの
で、分別せずに出されている

●ごみ袋の透明化を進める
●袋の色だけでも決める（半透明）

●食品の買いすぎ
●ごみの減量方法を知りたい
●食品の過剰包装
●容器包装の削減

●生ごみの水切りをする
●生ごみを減らす工夫をする
●エコバックを持参する
●生ごみの処理方法と堆肥の作り方を
　教えてほしい
●過剰包装をやめる

リユース・リサイクル
解決策・要望課　題

●ビンを引き取ってくれる商店がない
●不用品の処分に迷う
●ボタン電池をわざわざ電気店に持っ
　て行くのは面倒

●ビンの回収は1本の持ち込みでも有
　料で引き取ってもらえるようメーカー
　側に働きかける
●リターナブルビンを勧める
●物を大切に長く使う
●トレー回収の促進を行う
●集団回収を勧める

収集運搬
解決策・要望課　題

●ごみの収集時間が遅い
●市の収集車が来る前にカンなどを
 取っていく業者や人がいる
●高齢者宅へのごみ収集問題
●ごみステーションの管理、不法投棄に
ついて問題点が
多く、戸別収集を
検討してほしい

●収集の時間が昼前の時があるので、
　ある程度時間を決める
●外部地域からの収集を禁止する
●折りたたみ用のごみ箱を配布してほしい
●ペットボトル回収用の容器が欲しい
●戸別収集の検討をしてほしい
●高齢化社会に応じて収集をしてほしい
●不法投棄禁止、分別などの注意文
　の看板を作ってほしい
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