
「ヨコハマ３Ｒ夢プラン推進計画（2018～2021）（素案）」に対する 

市民意見募集の結果について 

 

１ 市民意見募集の概要 

意見募集期間 平成 30年６月 25日（月）から平成 30年７月 31日（火） 

意見提出方法 郵便、ＦＡＸ、電子メール、ＷＥＢ受付フォーム 等 

資料配布場所 
・市民情報センター、18区役所、資源循環局で配布 

・資源循環局ホームページに掲載 

 

２ 市民意見の実施結果 

(1)   提出者数 79名 

   提出方法内訳 

   郵便 58名、電子メール６名、ＷＥＢ受付フォーム 15名 

(2)   意見総数 186件 

計画の項目別意見 

項目 件数 

計画全体 21件 

第１章 取り巻く環境の変化と今後の課題 ２件 

第２章 一般廃棄物及び産業廃棄物の現状 ０件 

第３章 計画の概要 ７件 

第４章 目標 11件 

第５章 ５つのつながるプロジェクト 

 福祉とつながる ２件 

地域とつながる 19件 

安心につながる災害対策 ５件 

活力につながる公民連携 ２件 

未来につながる循環インフラ ０件 

第６章 ９つの推進政策 

 ３Ｒ行動に向けた環境学習・プロモーションの推進 15件 

安全・安心と市民サービスの向上 19件 

食品ロスの削減 15件 

まちの美化 ９件 

リサイクルの推進 44件 

地球温暖化対策・エネルギーマネジメント ８件 

持続可能なストックマネジメント ３件 

国際展開・技術開発の推進 １件 

適正処理の推進 ０件 

第７章 計画とＳＤＧｓとの関わり ０件 

その他（個人的な感想や上記項目に当てはまらない意見など） ３件 



３ 提出された意見の概要と意見に対する考え方 

  別紙１のとおり 

 

４ 提出された意見への対応 

 

 

 

 

 

 

５ 提出意見によって修正した事項 

  別紙２のとおり 

分 類 対応状況 意見数 

修 正 素案を変更する際に、ご意見の趣旨を参考としたもの ５件 

賛 同 素案と同趣旨及び賛同いただいたもの 36件 

参 考 今後の事業・取組の参考とさせていただくもの 130件 

その他 その他 15件 

合計 186件 



計画全体（意見21件）
No. いただいたご意見（要約版） 分類 ご意見に対する回答

1
素晴らしい計画なので、しっかりと進め
てほしい。

賛同
３Ｒ夢プランの取組に対するご期待と捉え、
着実に計画を推進してまいります。

2
良い計画だと思うが、分かりにくいと思
う人もいるのではないか。

参考

３Ｒ夢プランの取組に対するご期待と捉え、
着実に計画を推進してまいります。
また、ご意見につきましては、３Ｒ夢プラン
の広報周知を行う上での参考にさせていただ
きます。

3 よくまとまっていると思う。 賛同
３Ｒ夢プランの取組に対するご賛同と捉え、
着実に計画を推進してまいります。

4
国レベルで考えている施策はほぼ入って
るようだが、従来の延長のように見え
る。

その他

推進計画には、これまで市民生活の安全と安
心を支えてきた廃棄物処理を、適切な見直し
を行いながら進めていくための取組も含まれ
ています。したがって、従来政策の延長にあ
たる施策も一部にはございます。

5
市民や事業者にどのような行動をしても
らいたいのか、まとめてもよいのではな
いか。

参考
いただいたご意見につきましては、３Ｒ夢プ
ランの広報周知を行う上での参考にさせてい
ただきます。

6
市民がどのような取組をするべきなのか
を記すべきではないか。

参考
いただいたご意見につきましては、３Ｒ夢プ
ランの広報周知を行う上での参考にさせてい
ただきます。

7

すべての取組で「2021年の姿」がある
が、計画途中や最終的に、これがどれだ
け進んだか、市民が確認できるようにす
べきではないか。

参考

いただいたご意見につきましては、今後取組
を進めていく上での参考にさせていただきま
す。
なお、各政策の取組については、進捗管理を
しながら計画的に行うようにし、本計画を満
了した際は、振り返りを行う予定です。

8
課題は良く分析されているが、解決策の
具体性に欠ける。誰がいつまでにどのよ
うにするのかが記されていない。

参考
いただいたご意見につきましては、今後取組
を進めていく上での参考にさせていただきま
す。

9
ＳＤＧｓ、ＩｏＴなどの専門用語につい
ての説明が必要ではないか。

修正
いただいたご意見を踏まえ、専門用語の解説
を新たに追加します。

10

横浜らしい循環型社会に向け、各町内
会、自治会、各家庭の取組みが大切と考
えるため、計画について、会議等の席で
話題にしていきます。

賛同
自治会町内会やご家庭で取組を実践していた
だけるよう、地域との連携を深めながら、計
画を進めてまいります。

11
第２期推進計画と比べ、具体的で分かり
やすく評価できる。

賛同
３Ｒ夢プランの取組に対するご賛同と捉え、
着実に計画を推進してまいります。

12
第２期推進計画の振り返りが必要ではな
いか。

その他
第２期推進計画の振り返りにつきましては、
本計画の策定に先立ち新たに公表しました。

意見の内容と意見に対する考え方

別紙



13
良い素案であり、ぜひ実行をお願いした
い。

賛同
３Ｒ夢プランの取組に対するご期待と捉え、
着実に計画を推進してまいります。

14

新しい推進計画は、つながることを大切
にした「循環型社会」を目指しており、
これまでの３Ｒ夢プランとは大きく変
わっているが、プランの名称は変更しな
いのか。

その他

推進計画は取り巻く環境の変化などに合わせ
て、基本計画の構成を変更したものです。し
たがって、新しい推進計画の名称の変更は考
えておりません。

15
分かりにくい言葉には注をつけて説明す
るべきではないか。

修正
いただいたご意見を踏まえ、専門用語の解説
を新たに追加します。

16
できることから取り組んでいきたいで
す。

賛同
分別の徹底や食品ロスの削減に今後ともご協
力をお願いいたします。

17 計画の内容に協力していきたい。 賛同
分別の徹底や食品ロスの削減に今後ともご協
力をお願いいたします。

18

計画を進めるにあたって、市民がやるべ
きこと・考えるべきことを明記してほし
い。
また、行政だけで行う内容もポイントを
しぼって教えてほしい。

参考
いただいたご意見につきましては、３Ｒ夢プ
ランの広報周知を行う上での参考にさせてい
ただきます。

19
前期推進計画の振り返りをしたうえで、
新しい推進計画を作るべきではないか。

その他
第２期推進計画の振り返りにつきましては、
本計画の策定に先立ち新たに公表しました。

20

既に取り組んでいる取組については、具
体的な成果が出ているのか疑問に感じ
る。取組の範囲が広すぎるので、項目を
絞り、作業チームを作るべきではない
か。

参考

第２期推進計画の振り返りにつきましては、
本計画の策定に先立ち新たに公表しました。
作業チームにつきましては今後取組を進めて
いく上での参考とさせていただきます。

21
これからも分別の徹底や食品ロスの削減
に取り組んでいきたい。

賛同
分別の徹底や食品ロスの削減に今後ともご協
力をお願いいたします。

取り巻く環境の変化と今後の課題（意見２件）
No. いただいたご意見（要約版） 分類 ご意見に対する回答

1

序章にて「多くの課題に同時に向き合っ
て…」とあるが、まずはごみ問題（マイ
クロ・プラスチック、資源プラスチック
の輸入国の拒否、プラ製品の取り扱い
など）の一つ一つに向き合っていくべき
ではないか。

参考

いただいたご意見を参考にし、今後も個々の
ごみ問題に向き合ってまいりますが、複数の
課題を同時解決していくことも重要であると
考えております。そのために、多分野連携な
どにより、全ての取組を進めます。

2
貴市を取り巻く環境・情勢分析に止まら
ず世界動向をも分析し、課題を抽出して
いる点はすばらしいと思う。

賛同
３Ｒ夢プランの取組に対するご期待と捉え、
着実に計画を推進してまいります。

計画の概要（意見７件）
No. いただいたご意見（要約版） 分類 ご意見に対する回答

1
「横浜らしい循環型社会」を定義してい
ないのは、結果を市民に丸投げしている
ように感じられる。

参考
いただいたご意見を真摯に受け止めました。
市民・事業者の皆様とともに、横浜らしい循
環型社会に向けて取組を進めてまいります。



2
「横浜らしい循環型社会」を市民が理解
できるような、モデル図が必要ではない
か。

参考
いただいたご意見につきましては、３Ｒ夢プ
ランの広報周知を行う上での参考にさせてい
ただきます。

3

SDGsの視点など、幅広い内容が盛り込ま
れているため、計画全体についての周知
に加え、重点政策に絞った周知も進める
べきである。

参考
いただいたご意見につきましては、３Ｒ夢プ
ランの広報周知を行う上での参考にさせてい
ただきます。

4
９つの推進政策のうち、目標との関係性
が分かりにくいものがある。

参考

９つの推進政策は、これまで市民生活の安全
と安心を支えてきた廃棄物処理を、適切な見
直しを行いながら進めていくための取組であ
るため、目標との関係が分かりにくいものも
あります。
いただいたご意見につきましては、３Ｒ夢プ
ランの広報周知を行う上での参考にさせてい
ただきます。

5
”５つの「つながる」プロジェクトの先
導的役割”の意味が分かりにくい。

その他

「つながる」プロジェクトは社会を取り巻く
環境の変化に対応するため、各政策を進める
にあたっての方向性を示し先導する重要な事
業として位置付けています。

6

SDGsはわかりにくいとは思うが、身近な
ごみ問題が持続可能な地球の環境と開発
に関係していると認識できてよいと思
う。

賛同
３Ｒ夢プランの取組に対するご期待と捉え、
着実に計画を推進してまいります。

7
つながるプロジェクトは所管部局を明確
にした行動計画が必要ではないか。

参考
いただいたご意見につきましては、今後各政
策を進めていく上での参考にさせていただき
ます。

目標（意見11件）
No. いただいたご意見（要約版） 分類 ご意見に対する回答

1
食品ロス発生量のみが2015年度比となっ
ているのがわかりにくい。

その他
直近の食品ロス発生量調査が2015年に行われ
たため、食品ロス発生量のみ2015年度比とさ
せていただきました。

2
焼却工場での電力効率化はよいが「送電
電力量５％以上増加」はわかりにくい。

その他
焼却工場での電力効率化達成度を具体的に示
すための数値目標として「送電電力量５％以
上増加」を設定しています。

3
ごみと資源の総量削減は必要な取組であ
る。

賛同
３Ｒ夢プランの取組に対するご賛同と捉え、
ごみと資源の総量削減に取り組んでまいりま
す。

4
新たに戦略目標を設定した理由が不明で
ある。

その他
基本目標の達成に向けて、重点的に取り組む
ものとして戦略目標を設定しました。

5

最終処分場の指標は実感しづらく、温室
効果ガス削減の目標との関係も理解しづ
らい。計画の理念や目標・各施策と通じ
る指標を設定すべきではないか。

参考

本市唯一の一般廃棄物最終処分場を長く大切
に使っていくため埋立状況を市民の皆様と共
有できる指標を設定しています。いただいた
ご意見につきましては、今後の参考にさせて
いただきます。



6
基本目標の２項目が最重要であるとの認
識を常に保持し、基本目標が難しそうな
場合は迅速な見直しを行うべき。

参考
いただいたご意見につきましては、今後取組
を進めていく上での参考にさせていただきま
す。

7
CO₂削減のために、職員の通勤に公共交
通機関を利用させるべき。

その他
職員の通勤時におけるCO₂発生量は本計画の
対象範囲外ですが、関係部署へ情報の提供を
いたします。

8
目標が漠然とした印象のため、一人当た
りの目標値があると取り組みやすい。

参考

本計画では、市全体の「基本目標」と計画期
間中に何を削減していくのか等を明確にした
「戦略目標」を設定しています。いただいた
ご意見につきましては、３Ｒ夢プランの広報
周知を行う上での参考にさせていただきま
す。

9
戦略目標の食品ロス、電力の効率化がイ
メージしにくい。

参考

基本目標の達成に向けて、重点的に取り組む
ものとして戦略目標を設定しました。いただ
いたご意見につきましては、３Ｒ夢プランの
広報周知を行う上での参考にさせていただき
ます。

10
食文化などで個人差がある食品ロスの目
標よりも手つかず食品削減の目標を掲げ
たほうが、わかりやすいのではないか。

参考

食品ロスの削減には、手つかず食品の削減だ
けではなく、食べ残し等の削減も重要である
と考えています。いただいたご意見につきま
しては、食品ロス削減の取組進めるを行う上
での参考にさせていただきます。

11
一事業者として、市役所の目標を設定す
るべきではないか。

参考

いただいたご意見につきましては、今後取組
を進めていく上での参考にさせていただきま
す。
なお、市役所の各部署においては、分別排出
の状況を把握し取組目標を設定して実行する
「オフィス３Ｒ夢プラン」により、３Ｒ行動
を推進しております。

「５つのつながるプロジェクト」
福祉とつながる（意見２件）
No. いただいたご意見（要約版） 分類 ご意見に対する回答

1

つながるプロジェクト１「福祉とつなが
る」の「食と福祉」などは、資源循環局
が関連機関をサポートする立場になるの
で、どのように連携をもつのか具体案を
示してほしい。

賛同

いただいたご意見につきましては、つながる
プロジェクト１「福祉とつながる」の具体的
取組に含まれており、各種地域福祉ネット
ワークとの連携に引き続き取り組んでまいり
ます。

2
食品ロスの削減はつながるプロジェクト
のノウハウを蓄積するには良いテーマだ
と思う。

賛同
３Ｒ夢プランの取組に対するご期待と捉え、
着実に計画を推進してまいります。

地域とつながる（意見19件）
No. いただいたご意見（要約版） 分類 ご意見に対する回答

1
高齢者の地域社会貢献への道筋づくりを
進めることが、地域の活性化や各種施策
の実現に有効と考えられる。

参考
いただいたご意見につきましては、つながる
プロジェクト２「地域とつながる」を進める
上での参考にさせていただきます。

2
計画の前進のためには自治会町内会の意
識改革が必要である。

参考
いただいたご意見につきましては、つながる
プロジェクト２「地域とつながる」を進める
上での参考にさせていただきます。



3
地域の主体的取組を推進することは賛成
である。

賛同
３Ｒ夢プランの取組に対するご賛同と捉え、
着実に計画を推進してまいります。

4

空き家の現状を把握し、学生向けのシェ
アハウスなどとして活用するのはどうだ
ろうか。地域と学生をつなげ、コミュニ
ケーションの地を整えることで、地域の
活性化にもつながると思われる。

参考
いただいたご意見につきましては、つながる
プロジェクト２「地域とつながる」を進める
上での参考にさせていただきます。

5

「地域とつながる」プロジェクトを自治
会町内会と行政が協働できる推進政策プ
ログラムとして、実行できる仕組みに拡
張させてほしい。

参考
いただいたご意見につきましては、つながる
プロジェクト２「地域とつながる」を進める
上での参考にさせていただきます。

6
廃校や空き店舗を利用して、家庭から排
出された不用品を展示し、他の人が再利
用できる仕組みを導入してはどうか。

参考
いただいたご意見につきましては、つながる
プロジェクト２「地域とつながる」を進める
上での参考にさせていただきます。

7

ごみの分別などの文化が市民に定着して
きた現在においては、市民参加型のボト
ムアップ方式で種々の改善おこなうべき
ではないか。

参考
いただいたご意見につきましては、つながる
プロジェクト２「地域とつながる」を進める
上での参考にさせていただきます。

8
町内会や自治会への参加率を上げてゆく
べきではないか。

参考

３Ｒ夢プランの取組を進めるにあたっては地
域の皆さまの主体的な取組が大切になりま
す。いただいたご意見につきましては、つな
がるプロジェクト２「地域とつながる」を進
める上での参考にさせていただきます。

9

つながるプロジェクト２「地域とつなが
る」は３Ｒ夢プランの取組をボトムアッ
プで行うために、重要だと思うが、その
ためにどうするか具体例がほしい。

賛同

いただいたご意見につきましては、つながる
プロジェクト２「地域とつながる」の具体的
取組に含まれています。地域との多様な情報
交流などに引き続き取り組んでまいります。

10
３Ｒ夢プランの推進に環境事業推進委員
の活用が大切だと思う。

賛同

いただいたご意見につきましては、つながる
プロジェクト２「地域とつながる」の具体的
取組に含まれています。自治会町内会、環境
事業推進委員をはじめとした関係団体の連携
強化を進めてまいります。

11

各区の環境事業推進委員実務者を集め
て、各区の新しい取り組み、実績の出て
いるアイデア・課題等を共有する場をつ
くり、情報交換を促してはどうか。

参考
いただいたご意見につきましては、つながる
プロジェクト２「地域とつながる」を進める
上での参考にさせていただきます。

12
地域との連携強化を図るためには、実務
をする環境事業推進委員への情報の流し
方を工夫するべきでないか。

参考
いただいたご意見につきましては、つながる
プロジェクト２「地域とつながる」を進める
上での参考にさせていただきます。

13

市などが集積場所を廃止したという話も
あったが、集積場所は地域のコミュニ
ケーションの場でもあるため、あくまで
主体は地域であるべではないか。

参考

いただいたご意見につきましては、つながる
プロジェクト２「地域とつながる」の具体的
取組２「地域の創意工夫による事業展開の推
進」を進める上での参考にさせていただきま
す。



14
市民・事業者・行政の協働を深めるよう
な計画としてほしい。

賛同

いただいたご意見につきましては、つながる
プロジェクト２「地域とつながる」及びつな
がるプロジェクト４「活力につながる公民連
携」に含まれています。地域で活動されてい
る市民の皆さまや資源循環産業を支える事業
者の皆さまとのつながりを大切にして、計画
を進めてまいります。

15

現在約30世帯で利用してる集積場所がす
ぐにごみで満杯になるので、集積場所を
分散したうえでポリバケツに排出する方
法に統一できないか。

参考

いただいたご意見につきましては、つながる
プロジェクト２「地域とつながる」の具体的
取組２「地域の創意工夫による事業展開の推
進」を進める上での参考にさせていただきま
す。

16
集積場所を地域住民のコミュニケーショ
ンやつながりの場として活用するべきで
ある。

参考

いただいたご意見につきましては、つながる
プロジェクト２「地域とつながる」の具体的
取組２「地域の創意工夫による事業展開の推
進」を進める上での参考にさせていただきま
す。

17
坂の途中など、地形に合わせて集積場所
を設置することで、ごみ捨ての負担を軽
減することができる。

参考

いただいたご意見につきましては、つながる
プロジェクト２「地域とつながる」の具体的
取組２「地域の創意工夫による事業展開の推
進」を進める上での参考にさせていただきま
す。

18
地域にて集積場所の位置をローテーショ
ンする仕組みを作っている。

参考

いただいたご意見につきましては、つながる
プロジェクト２「地域とつながる」の具体的
取組２「地域の創意工夫による事業展開の推
進」を進める上での参考にさせていただきま
す。

19
ごみ出しに限らず、町内でつながりのあ
る組織を作っていく必要がある。

参考
地域についてのご意見として、今後の参考に
させていただきます。

安心につながる災害対策（意見５件）
No. いただいたご意見（要約版） 分類 ご意見に対する回答

1

被災時に最も困ることはトイレだと聞い
ている。
被災時のトイレについてあまり触れてい
ないのではないか。

参考

いただいたご意見につきましては、つながる
プロジェクト３「安心につながる災害対策」
及び政策２「安全・安心と市民サービスの向
上」の４「防災対策の推進」を進める上での
参考にさせていただきます。

2
「安心につながる災害対策」について、
公報などに啓発周知する取組を掲載して
ほしい。

賛同

いただいたご意見につきましては、政策２
「安全・安心と市民サービスの向上」の４
「防災対策の推進」に記載しており、ご意見
も踏まえながら、着実に計画を推進してまい
ります。

3 市の災害対策は十分できているのか。 その他
災害時の廃棄物処理対策の全体計画として、
横浜市災害廃棄物処理計画の策定を進めてい
ます。

4
災害時の廃棄物についても分別をしては
どうか。

参考

いただいたご意見につきましては、つながる
プロジェクト３「安心につながる災害対策」
及び政策２「安全・安心と市民サービスの向
上」の４「防災対策の推進」を進める上での
参考にさせていただきます。



5
災害時に向けて、災害廃棄物の置き場を
確保し、処理体制の検討をしておく必要
がある。

参考

いただいたご意見につきましては、つながる
プロジェクト３「安心につながる災害対策」
及び政策２「安全・安心と市民サービスの向
上」の４「防災対策の推進」を進める上での
参考にさせていただきます。

活力につながる公民連携（意見２件）
No. いただいたご意見（要約版） 分類 ご意見に対する回答

1
つながるプロジェクトは市民・地域のみ
でなく事業者との連携を強化してほし
い。

賛同

いただいたご意見につきましては、つながる
プロジェクト４「活力につながる公民連携」
に含まれています。公民の連携を強化してま
いります。

2

将来人口の減少に伴い、税収も減少する
ことが見込まれため、単純作業の外部委
託など行政のスリム化に向けた取組をす
るべきではないか。

参考
いただいたご意見につきましては、効率的な
事業運営を行う上での参考にさせていただき
ます。

「９つの推進政策」
３Ｒ行動に向けた環境学習・プロモーションの推進（意見15件）
No. いただいたご意見（要約版） 分類 ご意見に対する回答

1
水切りや紙類の分別のＰＲを継続してお
願いしたい。

賛同
生ごみの水切りや紙類の分別に取り組んでい
ただけるよう、引き続き広報・啓発を進めて
まいります。

2
市のＰＲには真剣さが不足しており、ご
み減量の意志が伝わらない。

参考

いただいたご意見につきましては、政策１
「３Ｒ行動に向けた環境学習・プロモーショ
ンの推進」を進める上での参考にさせていた
だきます。

3
市民が積極的に取り組めるよう、具体的
な仕掛けや仕組みを作り、分かりやすく
市民に伝えていくことが大切である。

参考

いただいたご意見につきましては、政策１
「３Ｒ行動に向けた環境学習・プロモーショ
ンの推進」を進める上での参考にさせていた
だきます。

4

ごみの減量のためには、具体的な事柄を
一つ一つ啓発していくことが重要。特に
自治会町内会に加入していない住民や転
入者、外国人などへの周知が重要。

参考

いただいたご意見につきましては、政策１
「３Ｒ行動に向けた環境学習・プロモーショ
ンの推進」を進める上での参考にさせていた
だきます。

5

ごみの排出ルールの徹底や不法投棄の防
止等のため、効果的に住民の意識向上を
図り、住みよい環境作りにつなげてもら
いたい。

参考

いただいたご意見につきましては、政策１
「３Ｒ行動に向けた環境学習・プロモーショ
ンの推進」を進める上での参考にさせていた
だきます。

6
最終処分場が南本牧だけということを
もっとしっかり伝えるべき。

参考
いただいたご意見につきましては、３Ｒ夢プ
ランの広報周知を行う上での参考にさせてい
ただきます。

7

以前と比べると市内はきれいになったと
感じるが、家庭、一般ごみについては市
民の意識改革がもっと必要だと思われ
る。

参考

いただいたご意見につきましては、政策１
「３Ｒ行動にむけた環境学習・プロモーショ
ンの推進」を進める上での参考にさせていた
だきます。



8
市民一人ひとりが日頃できることに取り
組めるよう家庭や学校での学習指導が大
切ではないか。

参考

いただいたご意見につきましては、政策１
「３Ｒ行動にむけた環境学習・プロモーショ
ンの推進」を進める上での参考にさせていた
だきます。

9
ごみ問題の関心を高めるために、教育の
現場に「ごみ問題」をより一層浸透させ
ることはできないか。

参考

いただいたご意見につきましては、政策１
「３Ｒ行動にむけた環境学習・プロモーショ
ンの推進」の３「環境学習推進プログラムの
策定」を進める上での参考にさせていただき
ます。

10
３Ｒ夢プランを徹底させるために、教育
カリキュラムに組み込んではどうか。

参考

いただいたご意見につきましては、政策１
「３Ｒ行動にむけた環境学習・プロモーショ
ンの推進」の３「環境学習推進プログラムの
策定」を進める上での参考にさせていただき
ます。

11

市民が３Ｒ夢プランの取組を進めるメ
リットが分かりにくいので、取組による
家計負担の軽減や目に見える評価方法が
必要ではないか。

参考

いただいたご意見につきましては、政策１
「３Ｒ行動にむけた環境学習・プロモーショ
ンの推進」の３「環境学習推進プログラムの
策定」を進める上での参考にさせていただき
ます。

12
地域での環境学習は内容を教えるだけで
なく、ワークショップなどをひらいてい
はどうか。

参考

いただいたご意見につきましては、政策１
「３Ｒ行動にむけた環境学習・プロモーショ
ンの推進」を進める上での参考にさせていた
だきます。

13
マイバックの利用促進を前面に出すべき
ではないか。

参考

いただいたご意見につきましては、政策１
「３Ｒ行動にむけた環境学習・プロモーショ
ン」の５「３Ｒ文化の醸成」を進める上での
参考にさせていただきます。

14
広報誌でごみについての情報を定期的に
提供してはどうか。

参考

いただいたご意見につきましては、政策１
「３Ｒ行動にむけた環境学習・プロモーショ
ン」の４「プロモーション」を進める上での
参考にさせていただきます。

15
ごみ出しや防災などは、地域への愛着を
基にした協力が必要だ。地域と学校で話
し合える機会などが大切だ。

参考

いただいたご意見は政策１「３Ｒ行動に向け
た環境学習・プロモーションの推進」の３
「環境学習推進プログラムの策定」を進める
上での参考にさせていただきます。

安全・安心と市民サービスの向上（意見19件）
No. いただいたご意見（要約版） 分類 ご意見に対する回答

1
ごみ収集の満足度向上に向けた策が不明
である。

参考

いただいたご意見を踏まえながら、ごみ収集
の満足度向上に向けて、政策２「安全・安心
と市民サービスの向上」の取組を進めてまい
ります。

2
集積場所は地域の悩みの種となってい
る。

賛同

いただいたご意見につきましては、政策２
「安全・安心と市民サービスの向上」の３
「市民サービスの向上」に含まれています。
地域からのご相談に対し、丁寧に対応してま
いります。

3
10世帯以下のアパート建設時の条件とし
て、必ず集積場所を作ることを定められ
ないか。

参考
集積場所のあり方に対するご意見として今後
の参考にさせていただきます。



4
集積場所へのボックスの設置について検
討してほしい。

賛同
いただいたご意見につきましては、政策２
「安全・安心と市民サービスの向上」の３
「市民サービスの向上」に含まれています。

5
誰がどこの集積場所を利用するかを明確
化することが、排出マナーの向上や地域
での見守り等に効果的なのではないか。

参考
集積場所のあり方に対するご意見として今後
の参考にさせていただきます。

6

集積場所の維持管理支援として、「これ
までの取組事例の紹介など丁寧に対応す
る」とあるが、事例紹介が丁寧な対応で
あるとは感じられない。丁寧な対応であ
ると感じることができるよう他の取組に
ついても掲げてもらいたい。

修正

いただいたご意見の趣旨を踏まえ、きめ細か
な支援の具体例として、取組事例の紹介や、
カラス除けネットボックスの貸し出しについ
ての記載に修正しました。

7

人口減少、高齢化の進展を見据え、戸別
収集に移行したほうがよい。
ごみの分別意識が向上し、ごみの減量等
の効果が期待できる。

参考

いただいたご意見につきましては、政策２
「安全・安心と市民サービスの向上」の３
「市民サービスの向上」を進める上での参考
にさせていただきます。

8
放置された廃車の早期発見がゴミ屋敷の
解決につながる。地域の監視が必要であ
る。

参考

いただいたご意見につきましては、政策２
「安全・安心と市民サービスの向上」の２
「ごみ出し等でお困りの方への支援」を進め
る上での参考にさせていただきます。

9
小型アパートへのごみ集積場所設置の義
務づけができないか。

参考
集積場所のあり方に対するご意見として今後
の参考にさせていただきます。

10

戸別収集を実施してもらいたい。ごみ量
の減少により経費が削減されると思われ
る。収支のバランスをよく検討してほし
い。

参考

いただいたご意見につきましては、政策２
「安全・安心と市民サービスの向上」の３
「市民サービスの向上」を進める上での参考
にさせていただきます。

11
カラスによりごみを荒らされてしまう地
域については、早い時間帯に収集しても
らいたい。

参考

いただいたご意見につきましては、政策２
「安全・安心と市民サービスの向上」の３
「市民サービスの向上」を進める上での参考
にさせていただきます。

12
ふれあい収集、食品ロス削減等の推進策
が不十分ではないか。

参考

いただいたご意見につきましては、真摯に受
け止めました。今後もふれあい収集、食品ロ
スの削減などの取組につきまして、これまで
以上に推進してまいります。

13

集積場所が自宅前に設置されている場合
など、一部の住民だけが維持管理等を負
担しているため、戸別収集にしてほし
い。

参考

いただいたご意見につきましては、政策２
「安全・安心と市民サービスの向上」の３
「市民サービスの向上」を進める上での参考
にさせていただきます。

14
一人暮らし高齢者の見守りなど、集積場
所を活用した地域住民が助け合うシステ
ムを目指すべきである。

参考

いただいたご意見につきましては、政策２
「安全・安心と市民サービスの向上」２「ご
み出し等でお困りの方への支援」を進める上
での参考にさせていただきます。

15
高齢者のごみ出しの支援のため、ボラン
ティアが活動している地域もある。

参考

いただいたご意見につきましては、政策２
「安全・安心と市民サービスの向上」２「ご
み出し等でお困りの方への支援」を進める上
での参考にさせていただきます。



16 戸別収集は狭い道では困難だと思う。 参考

いただいたご意見につきましては、政策２
「安全・安心と市民サービスの向上」の３
「市民サービスの向上」を進める上での参考
にさせていただきます。

17
集積場所の数は多いので、高齢者のごみ
出しは負担が少ないと思う。

参考

いただいたご意見につきましては、政策２
「安全・安心と市民サービスの向上」２「ご
み出し等でお困りの方への支援」を進める上
での参考とさせていただきます。

18
ごみ集積場所を特定するために、集積場
所への番地付を検討してほしい。

参考
集積場所のあり方に対するご意見として今後
の参考にさせていただきます。

19

集積場所の管理を自治会町内会に任せる
ことに、違和感がある。環境事業推進委
員を活用するのは良いと思うが、委員の
高齢化もあり工夫をする必要がある。

参考
集積場所のあり方に対するご意見として今後
の参考にさせていただきます。

食品ロスの削減（意見15件）
No. いただいたご意見（要約版） 分類 ご意見に対する回答

1
食品ロスの数字を示す際に、身近な具体
例を挙げた方が分かりやすいのではない
か。

参考
いただいたご意見につきましては、政策３
「食品ロスの削減」を進める上での参考にさ
せていただきます。

2
飲食店で食べ残しを持ち帰れるようにし
てほしい。

賛同

いただいたご意見につきましては、政策３
「食品ロスの削減」の３「事業者の積極的貢
献」に含まれています。これまで、持ち帰り
希望者への対応を含めた「食べきり協力店事
業」の推進を行っており、引き続き、事業者
の皆様のご協力をいただきながら、取組を進
めてまいります。

3
買い物リストの作成が手つかず食品の削
減に効果的であると思う。市ももっとＰ
Ｒを進めてほしい。

賛同

いただいたご意見につきましては、政策３
「食品ロスの削減」の１「地域レベルでの取
組」や２「ムーブメントにつなげる」に含ま
れています。
市民の皆様に取組を実践していただけるよ
う、積極的な広報・啓発を進めてまいりま
す。

4

食品ロス削減のプロモーションにおい
て、「食について、市民や事業者の関心
が高まっている」ことを目指すとしてい
るが、食の何についての関心を指すのか
が分からない。

参考

食品ロスの削減は、「もったいない」「食へ
の感謝」というような価値観に訴え、意識、
行動の変化につなげていくことが必要である
と考えています。いただいたご意見につきま
しては、政策３「食品ロスの削減」の２
「ムーブメントにつなげる」を進める上での
参考にさせていただきます。

5

食べきり協力店の普及・促進について、
市の施策としては、食べきり協力店の支
持層を増やすことを目指すべきではない
か。

参考

いただいたご意見につきましては、政策３
「食品ロスの削減」の３「事業者の積極的貢
献」を進める上での参考にさせていただきま
す。

6
新市庁舎における食品ロス削減の取組
は、もっと高い目標を設定してほしい。

参考

いただいたご意見につきましては、政策３
「食品ロスの削減」の３「事業者の積極的貢
献」を進める上での参考にさせていただきま
す。



7
食品ロス削減について、市民に上手に伝
えることができれば効果があると思う。

賛同
食品ロス削減の取組に対するご期待と捉え、
着実に計画を推進してまいります。

8
冷蔵庫チェック運動のステッカーを配布
するのはどうか。

参考

いただいたご意見につきましては、政策３
「食品ロスの削減」の１「地域レベルでの取
組」や２「ムーブメントにつなげる」を進め
る上での参考にさせていただきます。

9
推進委員定例会での話し合い、自治会会
合での周知を実施してみてはどうか。

参考

いただいたご意見につきましては、政策３
「食品ロスの削減」の１「地域レベルでの取
組」や２「ムーブメントにつなげる」を進め
る上での参考にさせていただきます。

10
個人用コンポストの助成を再開してほし
い。

参考

いただいたご意見につきましては、政策３
「食品ロスの削減」の１「地域レベルでの取
組」を進める上での参考にさせていただきま
す。

11

土壌混合法は食品廃棄物のリサイクル化
であり、食品ロスの削減をするものでは
ない。「リサイクルの推進」の項目へ移
してはどうか。

修正

いただいたご意見を踏まえ、取組内の順番を
変更いたしました。
なお、土壌混合法はその取組を通じて、食品
ロスを含む食品廃棄物へ関心を持っていただ
けると期待できるため、土壌混合法は食品ロ
ス削減の取組に含まれると考えております。

12
フードドライブについて、家庭と事業者
では利用可能食品の種類や量が異なるの
で、別の対応法が良いのではないか。

参考

いただいたご意見につきましては、政策３
「食品ロスの削減」の１「地域レベルでの取
組」を進める上での参考にさせていただきま
す。

13
食品が余った時の保存法・処理法の普及
が有効ではないか

参考

いただいたご意見につきましては、政策３
「食品ロスの削減」の１「地域レベルでの取
組」を進める上での参考にさせていただきま
す。

14
食品ロスの内訳ごとの削減事例集を作っ
てはどうか。

参考

いただいたご意見につきましては、政策３
「食品ロスの削減」の２「ムーブメントにつ
なげる」を進める上での参考にさせていただ
きます。

15

食品ロス削減アイディアを考えるワーク
ショップやアイディアの投稿ページ、優
秀なアイディアの表彰などを実施しては
どうか。

参考

いただいたご意見につきましては、政策３
「食品ロスの削減」の２「ムーブメントにつ
なげる」を進める上での参考にさせていただ
きます。

まちの美化（意見９件）
No. いただいたご意見（要約版） 分類 ご意見に対する回答

1 全面的に禁煙にしてほしい。 参考
いただいたご意見につきましては、政策４
「まちの美化」の２「屋外喫煙対策」を進め
る上での参考にさせていただきます。

2
現在は事業者が行っている幹線道路等の
清掃等を、自治会町内会や老人クラブが
行ったほうがよいのではないか。

参考
いただいたご意見につきましては、道路清掃
に関するご意見として、今後の参考にさせて
いただきます。



3
公衆トイレの利用マナー向上に「福祉団
体等の参加による清掃活動」とあるが、
なぜ福祉団体の参加が必要なのか。

修正

いただいたご意見につきまして、取組の一例
として福祉団体をあげましたが、より多くの
人に公衆トイレを清潔に使っていただきたい
ということが趣旨ですので、表現を改めまし
た。

4

マイクロプラスチックの問題について
は、世界的にも関心が高まっており、コ
ラムにとどめるのではなく、施策として
どう対応していくのかを検討し、盛り込
んでもらいたい。

参考
マイクロプラスチックの問題については、世
界や国の動向を注視しつつ、市としてできる
ことを検討してまいります。

5
環境事業推進委員でも活動できない方は
やめたほうがいいのではないか。

参考
いただいたご意見につきましては、環境事業
推進委員の事業を進める上での参考にさせて
いただきます。

6 不法投棄の厳罰化ができないか 参考
いただいたご意見につきましては、街の美化
に関する事業を進める上での参考にさせてい
ただきます。

7 不法投棄防止の対策を強化してほしい。 参考
いただいたご意見につきましては、街の美化
に関する事業を進める上での参考にさせてい
ただきます。

8
喫煙者全ての人に携帯型の吸い殻入れの
携帯を義務付けてはどうか。

参考
いただいたご意見につきましては、喫煙のマ
ナーに関するご意見として、今後の参考にさ
せていただきます。

9
飲食物関連のポイ捨てが目立つので、販
売する事業者にも、ごみが減る取組をし
てほしい。

賛同

いただいたご意見につきましては、政策５
「リサイクルの推進」の３「事業系ごみの減
量化・資源化等の推進」に含まれています。
中小事業者も含めた個別指導の徹底などに引
き続き取り組んでまいります。

リサイクルの推進（意見44件）
No. いただいたご意見（要約版） 分類 ご意見に対する回答

1
製品プラスチックを分別し、リサイクル
する取組を進めるべきではないか。

賛同

いただいたご意見につきましては、政策５
「リサイクルの推進」の２「家庭系資源物の
リサイクル」に含まれています。製品プラス
チックのリサイクル実現に向けて、国等へ制
度の改善に向けた働きかけを行ってまいりま
す。

2
プラスチックの排出抑制や、バイオマス
プラスチックへの転換を進めるべきでは
ないか。

参考
いただいたご意見につきましては、３Ｒの取
組を進める上での参考にさせていただきま
す。

3
ドラッグストアでも店頭回収を進めてほ
しい。

参考
いただいたご意見につきましては、政策５
「リサイクルの推進」を進める上での参考に
させていただきます。

4
３Ｒを推進する上では、簡易包装など、
事業者への働きかけが重要である。

参考
いただいたご意見につきましては、３Ｒの取
組を進める上での参考にさせていただきま
す。



5

転入者・転出者が多い賃貸アパート等に
おいて、排出ルールが守られていないこ
とによるごみの取り残しが後を絶たない
ので、ルールに関する環境教育や広報紙
での呼びかけ、不動産会社を対象とした
罰則規定等、市としての努力を続けてほ
しい。

参考

３Ｒの推進に向けて、教育機関と連携した取
組を引き続き進めてまいります。また、集合
住宅を対象としたごみの排出ルールの向上に
向けた取組に関するご意見として、今後の参
考にさせていただきます。

6
不法投棄の防止や家庭ごみの有料化検討
を続けるべき。

賛同

いただいたご意見につきましては、政策５
「リサイクルの推進」に含まれており、不法
投棄の防止や家庭ごみの有料化検討に引き続
き取り組んでまいります。

7
プラスチックの処分方法について検討す
べき。

参考
いただいたご意見につきましては、プラス
チックの処理方法を検討する上での参考にさ
せていただきます。

8 指定袋制を導入してはどうか。 参考
いただいたご意見につきましては、３Ｒの取
組を進める上での参考にさせていただきま
す。

9

容器包装については、流通業者、製造者
に応分の負荷を加えるべき。レジ袋な
ど、特にコンビニエンスストアの小型の
ものは全廃すべき。

参考
いただいたご意見につきましては、３Ｒの取
組を進める上での参考にさせていただきま
す。

10
金属や小型家電の資源集団回収を行うべ
き。

参考

いただいたご意見につきましては、政策５
「リサイクルの推進」の１「市民・地域の自
主的活動の推進」を進める上での参考にさせ
ていただきます。

11
マイクロプラスチックなどの課題に対し
ては、国へのもっと働きかけをしてほし
い。

賛同

これまでも国には、製品プラスチックのリサ
イクル実現に向けた制度改善の要望等、様々
な働きかけを行っており、これからも必要に
応じて国に対して要望等働きかけを行ってま
いります。

12
ごみの発生を抑えるには有料化が一番効
果的。また生ごみは各家庭コンポストを
実施し、たい肥化するべき。

参考

いただいたご意見につきましては、政策５
「リサイクルの推進」の２「家庭系資源物の
リサイクル」及び、政策３「食品ロスの削
減」の１「地域レベルでの取組」を進める上
での参考にさせていただきます。

13
普段家庭から排出されるごみを、資源と
してもう一度よく見直す必要があるので
はないだろうか。

参考

いただいたご意見につきましては、政策５
「リサイクルの推進」の２「家庭系資源物の
リサイクル」を進める上での参考にさせてい
ただきます。

14
使い捨てスプーン・フォークなど、製品
プラスチックのリサイクルも検討するべ
きではないか。

参考

いただいたご意見につきましては、政策５
「リサイクルの推進」の２「家庭系資源物の
リサイクル」を進める上での参考にさせてい
ただきます。



15
市では分別したプラごみをどう処理して
いるのか。

その他

横浜市では、分別していただいたプラスチッ
ク製容器包装を民間事業者による中間処理・
資源化を進めています。
詳細は、横浜市資源循環局ホームページをご
参照ください。
http://www.city.yokohama.lg.jp/shigen/su
b-shimin/bunbetsu/suishin/pla.html

16
プラスチックは使用を減らすべきなの
か、処理を適切にするべきなのか。

その他

プラスチックに限らず、ごみの排出量削減に
ご協力をお願いします。
ヨコハマ３Ｒ夢プランでは、３Ｒで最も環境
にやさしいリデュース進めてごみと資源の総
量を削減することを目標としています。

17
エコバックの方が環境に悪いとの情報が
ある。スーパーなどの買い物袋を減らす
ことの根拠を明確にしてほしい。

その他

焼却によって発生する温室効果ガスは環境に
対して負荷がかかることから、その影響を軽
減させるために、不要な買い物袋は受け取ら
ないことを推奨しています。

18
製品プラスチックの再利用化により組む
べきではないか。

賛同

いただいたご意見につきましては、政策５
「リサイクルの推進」の２「家庭系資源物の
リサイクル」に含まれています。製品プラス
チックのリサイクルにつきましては国等へ制
度改善向けた働きかけを行ってまいります。

19 ごみ袋の有料化の検討ができないか。 賛同

いただいたご意見につきましては、政策５
「リサイクルの推進」の２「家庭系資源物の
リサイクル」に含まれています。将来を見据
えたごみ処理費用の適正負担の在り方を検討
してまいります。

20 缶のデポジット化ができないか。 参考
いただいたご意見につきましては、政策５
「リサイクルの推進」を進める上での参考に
させていただきます。

21 コンビニ袋の有料化ができないか。 参考
いただいたご意見につきましては、３Ｒの取
組を進める上での参考にさせていただきま
す。

22
廃プラスチックのマテリアルリサイクル
ができないか。

賛同

いただいたご意見につきましては、政策５
「リサイクルの推進」の２「家庭系資源物の
リサイクル」に含まれています。製品プラス
チックのリサイクルにつきましては国等へ制
度改善に向けた働きかけを行ってまいりま
す。

23
リサイクルプラスチック製品使用の義務
化。

参考
いただいたご意見につきましては、３Ｒの取
組を進める上での参考にさせていただきま
す。

24
プラスチック製品のリサイクルシステム
を構築すべきではないか。

賛同

いただいたご意見につきましては、政策５
「リサイクルの推進」の２「家庭系資源物の
リサイクル」に含まれています。製品プラス
チックのリサイクルにつきましては国等へ制
度改善に向けた働きかけを行ってまいりま
す。



25

G30プラン後にリバウンドをすることな
く、家庭系ごみ排出量を削減しているこ
とはすばらしいが、家庭系の容器包装廃
棄物のリサイクル品質については課題を
残しているのではないか。

参考

いただいたご意見につきましては、政策５
「リサイクルの推進」の２「家庭系資源物の
リサイクル」を進める上での参考にさせてい
ただきます。

26

リサイクル品質向上のために缶・びん・
ペットボトルの品目別収集が実現するこ
とを期待します。さらに、コンテナを用
いたびんの色別排出や平ボディー車での
びん収集ができないか。

参考

いただいたご意見につきましては、政策５
「リサイクルの推進」の２「家庭系資源物の
リサイクル」を進める上での参考にさせてい
ただきます。

27

リサイクル品質向上のために缶・びん・
ペットボトルの品目別収集が実現するこ
とを期待します。さらに、缶をつぶした
状態で収集ができれば、輸送効率も上が
るのではないか。

参考

いただいたご意見につきましては、政策５
「リサイクルの推進」の２「家庭系資源物の
リサイクル」を進める上での参考にさせてい
ただきます。

28
リサイクル品質向上のために缶・びん・
ペットボトルの品目別収集が実現するこ
とを期待します。

参考

いただいたご意見につきましては、政策５
「リサイクルの推進」の２「家庭系資源物の
リサイクル」を進める上での参考にさせてい
ただきます。

29

リサイクル品質向上のために缶・びん・
ペットボトルの品目別収集が実現するこ
とを期待します。さらに、びんのコンテ
ナ排出や平ボディー車での収集ができな
いか。

参考

いただいたご意見につきましては、政策５
「リサイクルの推進」の２「家庭系資源物の
リサイクル」を進める上での参考にさせてい
ただきます。

30

家庭ごみの有料化は、誰にとっても嫌な
ことではあるが、従量制で受益者負担を
求めることは筋が通ると思われる。ま
た、さらなる削減につながると思うため
実施すべき。

参考

いただいたご意見につきましては、政策５
「リサイクルの推進」の２「家庭系資源物の
リサイクル」を進める上での参考にさせてい
ただきます。

31
リサイクル品質向上のために缶・びん・
ペットボトルの品目別取収集を実施すべ
き。

参考

いただいたご意見につきましては、政策５
「リサイクルの推進」の２「家庭系資源物の
リサイクル」を進める上での参考にさせてい
ただきます。

32
リサイクル品質向上のために缶・びん・
ペットボトルの品目別収集が実現するこ
とを期待します。

参考

いただいたご意見につきましては、政策５
「リサイクルの推進」の２「家庭系資源物の
リサイクル」を進める上での参考にさせてい
ただきます。

33
家庭系ごみの有料化は子育て世代などに
経済的負担が増すことになるので、実施
するべきではない。

参考

いただいたご意見につきましては、政策５
「リサイクルの推進」の２「家庭系資源物の
リサイクル」を進める上での参考にさせてい
ただきます。

34
ごみ処理負担の公平化のため、有料化を
行い、待機児童の解消・学校給食の導入
など次世代のために活用してほしい。

参考

いただいたご意見につきましては、政策５
「リサイクルの推進」の２「家庭系資源物の
リサイクル」を進める上での参考にさせてい
ただきます。

35
缶・びん・ペットボトルの収集方法で行
政回収と資源集団回収で分別方法が異な
るので、統一してほしい。

参考

いただいたご意見につきましては、政策５
「リサイクルの推進」の２「家庭系資源物の
リサイクル」を進める上での参考にさせてい
ただきます。



36
プラスチック製品とプラスチック製容器
包装を一緒に回収してほしい。

賛同

いただいたご意見につきましては、政策５
「リサイクルの推進」の２「家庭系資源物の
リサイクル」に含まれています。製品プラス
チックのリサイクル実現に向けて、国等へ制
度の改善に向けた働きかけを行ってまいりま
す。

37
資源物の資源化にかかるコストを明確に
してほしい。

その他

横浜市では、資源化にかかる費用や売払い金
額をホームページにて公表しています。
詳細は、横浜市資源循環局ホームページをご
参照ください。
http://www.city.yokohama.lg.jp/shigen/su
b-shimin/bunbetsu/suishin/

38
リサイクル品目のデポジット制を導入し
てはしてはどうか。

参考
いただいたご意見につきましては、政策５
「リサイクルの推進」を進める上での参考に
させていただきます。

39
せん定枝などのチップ化を推奨するので
あれば、チップ化をする器具の貸し出し
や購入補助をしてはどうか。

参考
いただいたご意見につきましては、政策５
「リサイクルの推進」を進める上での参考に
させていただきます。

40

家庭ごみ有料化をした場合、不法投棄の
ごみ処理費用をだれが負担するのか。自
治会や町内会が負担することになるので
はないか。

参考

いただいたご意見につきましては、政策５
「リサイクルの推進」の２「家庭系資源物の
リサイクル」を進める上での参考にさせてい
ただきます。

41 家庭ごみの有料化に賛成だ。 参考

いただいたご意見につきましては、政策５
「リサイクルの推進」の２「家庭系資源物の
リサイクル」を進める上での参考にさせてい
ただきます。

42
家庭ごみの有料化を避けるため、ごみの
分別などに皆協力してほしい。

参考
家庭ごみについてのご意見として参考にさせ
ていただきます。

43
学校の図書室の本は、新しい本を購入す
るのではなく、いまある物を大切にする
べき。

参考
学校図書の調達については本計画の対象とす
る範囲ではございませんが、いただいたご意
見は関係局と共有させていただきます。

44
回収忘れや取り残しの防止として、ごみ
や資源物ごとに色別の袋を供給してほし
い。

参考
家庭ごみの排出方法に関するご意見として、
参考にさせていただきます。

地球温暖化対策・エネルギーマネジメント（意見８件）
No. いただいたご意見（要約版） 分類 ご意見に対する回答

1 収集車両を電気自動車にするべき。 参考

いただいたご意見につきましては、政策６
「地球温暖化対策・エネルギーマネジメン
ト」の３「廃棄物関連施設等の温暖化対策」
を進める上での参考にさせていただきます。

2
焼却工場での発電量を増やし、温室効果
ガスの削減を進めるべき。

賛同

いただいたご意見につきましては、政策６
「地球温暖化・エネルギーマネジメント」に
含まれており、焼却工場での創エネルギー、
省エネルギーの取組を進めてまいります。



3

目標管理によるマネジメント
エネルギー使用量による目標管理が掲げ
られているが、現状分析を記載しておく
べきではないか。

参考

いただいたご意見につきましては、政策６
「地球温暖化対策・エネルギーマネジメン
ト」の１「目標管理によるマネジメント」を
進める上での参考にさせていただきます。

4
焼却工場で発電した電力や廃熱の地域で
の利用を進めるべき。

参考

いただいたご意見につきましては、政策６
「地球温暖化対策・エネルギーマネジメン
ト」の６「創エネルギーの都市戦略としての
活用」を進める上での参考にさせていただき
ます。

5
焼却工場の環境価値向上・効率化のため
コージェネレーションシステムを導入す
べき。

参考

いただいたご意見につきましては、政策６
「地球温暖化対策・エネルギーマネジメン
ト」の２「焼却工場における温暖化対策」を
進める上での参考にさせていただきます。

6 蛍光灯からLED化の推進ができないか。 参考

いただいたご意見につきましては、政策６
「地球温暖化対策・エネルギーマネージメン
ト」の２「焼却工場における温暖化対策」及
び３「廃棄物処理関連施設等の温暖化対策」
に含まれています。また、家庭や事業者施設
における蛍光灯からLED化の推進について
は、政策６「地球温暖化対策・エネルギーマ
ネージメント」の７「市民への情報発信と協
働の推進」を進める上での参考にさせていた
だきます。

7
省エネ設備に関する取組は「横浜市地球
温暖化対策実行計画」などと内容が重複
するのではないか。

その他

「ヨコハマ３Ｒ夢プラン」はごみ処理に伴う
エネルギーの削減に着目した計画であること
から、「横浜市温暖化対策実行計画」とも一
部連動しながら取組を進めてまいります。

8 ごみの減量化が省エネの基本である。 賛同
ご意見をふまえ、ごみと資源の総量削減に引
き続き取り組んでまいります。

持続可能なストックマネジメント（意見３件）
No. いただいたご意見（要約版） 分類 ご意見に対する回答

1

運転の技術等は民間の方が進んでいるこ
とから、焼却場の運転を民営化にするべ
き。これにより、売電量も増加すると思
われる。

参考

いただいたご意見につきましては、政策７
「持続可能なストックマネジメント」の１
「廃棄物関連施設の対応」を進める上での参
考にさせていただきます。

2
ごみと資源の総量が減少するなか、新た
な工場の建設は必要ないのではないか。

参考

いただいたご意見につきましては、政策７
「持続可能なストックマネジメント」の１
「廃棄物処理関連施設の対応」を進める上で
の参考にさせていただきます。

3

民間では、人手不足や競争力の強化のた
め、プラントの無人化を進めている。収
集をはじめとするごみ処理は、機械化・
自動化により省力化を進めるべき。

参考
いただいたご意見につきましては、効率的な
事業運営を行う上での参考にさせていただき
ます。



国際展開・技術開発の推進（意見１件）
No. いただいたご意見（要約版） 分類 ご意見に対する回答

1
マイボトル化、マイ容器化を実現し、横
浜から世界各国へPRしてはどうか。

参考

いただいたご意見につきましては、政策８
「国際展開・技術開発の推進」の１「国際展
開」を進める上での参考にさせていただきま
す。

その他（意見３件）
No. いただいたご意見（要約版） 分類 ご意見に対する回答

1

蛍光灯等は割れる危険があり、紙に包ん
で捨てることとなっています。トース
ターも同様に金属で手を切る危険がある
と考え、購入時の箱に入れて出したとこ
ろ回収されなかった。

参考
いただいたご意見につきましては、分別方法
に関する広報の参考にさせていただきます。

2
町内会への紙の配布物が不必要に多いの
で、削減すべき。

参考
いただいたご意見につきましては、町内会へ
の情報提供を行う上での参考にさせていただ
きます。

3 意見募集期間が短い。 参考
いただいたご意見につきましては、真摯に受
け止めました。今後の３Ｒ夢プランの広報周
知を行う上での参考にさせていただきます。
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素案からの主な変更点 

 

頁 変更場所 変更前（素案） 変更後（原案） 

全般 

―  ― 略語の正式名称を記載 

―  ― 専門用語の解説を追記 

第１章 取り巻く環境の変化と今後の課題 

４ 世界の動向 

４ 本文 2015 年９月の国連サミット

において、 

～略～ 

複数のターゲットの同時達成

につながる可能性があります。 

こうしたアプローチを、３Ｒ

夢プランで取組に反映させて

いきます。 

2015 年９月の国連サミット

において、 

～略～ 

複数のターゲットの同時達成

につながる可能性があります。 

我が国では、地方公共団体に

おけるＳＤＧｓの達成に向け

た取組の推進が施策として位

置付けられており、横浜市は

「ＳＤＧｓ未来都市」に選定さ

れています。推進計画において

も、こうしたＳＤＧｓのアプロ

ーチを取組に反映させていま

す。 

第３章 計画の概要 

３ 考え方と基本目標 

７ (1)考え方 

の本文 

分別が一定程度定着してい

る中では、 

～略～ 

全ての取組を進めます。 

分別が一定程度定着してい

る中では、 

～略～ 

全ての取組を進めます。 

また、複数の課題を同時解決

していくことも重要であるこ

とから、「ＳＤＧｓ」のアプロ

ーチを取り入れ、環境負荷の低

減や環境行政としての循環に

とどまらず、福祉とつながる取

組や市民ニーズを踏まえたき

め細かな取組、経済活性化につ

ながる取組などを進めます。 

 

別紙２ 
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頁 変更場所 変更前（素案） 変更後（原案） 

第４章 目標 

  １ ごみと資源の総量の今後の見通し 

10 (3)ごみと資源の総

量（家庭系＋事業系）

の動向 

の本文 

家庭系と事業系を足し合わ

せた、全体のごみと資源の総量

は、 

～略～ 

減少傾向を維持します。 

ごみと資源の総量は、2017 

年度実績で 2009 年度比▲

5.3％（120.8 万トン）となっ

ており、目標（2009 年度比５％

以上削減）を達成しています。 

   また、今後の家庭系と事業系を

合算した、全体のごみと資源の

総量は 

～略～ 

減少傾向を維持します。 

(4)ごみ処理に伴い

排出される温室効果

ガスの動向 

の本文 

ごみ処理に伴い排出される

温室効果ガスは、2017 年度推

計値 で 2009 年度 比 ±０ ％

（28.2 万トン）となっており、

目標値である 25％には届いて

いません。 

ごみ処理に伴い排出される

温室効果ガスは、2017 年度で

2009 年度比＋1.4％（28.6 万

トン-CO2）となっており、目標

（2009 年度比 25％以上削減）

は未達成です。 

２ 目標設定 

11 (2)基本目標２:ごみ

処理に伴い排出され

る温室効果ガスの削

減 

2017 年度比▲25％以上 

（2009 年度比▲25％以上） 
2009 年度比▲25％以上 

12 (3)戦略目標 

 ①食品ロス発生量 

 2015 年度推計値 

約 87,000 トン 約 111,000 トン 

第６章 ９つの推進政策 

  政策２ 安全・安心と市民サービスの向上 

   ３ 市民サービスの向上 

29 (1)集積場所の維持

管理支援 

の具体的取組 

地域からの相談に対し、これ

までの取組事例の紹介など丁

寧に対応するとともに、カラス

よけネットなどの器材の貸出

などを行います。また、良好に

維持されている集積場所への

表彰を引き続き行います。 

地域からの相談に対し、解決

に有効な取組事例の紹介やカ

ラスよけネットボックスの貸

出など、地域における集積場所

の維持管理に対してきめ細か

な支援を行います。また、良好

に維持されている集積場所へ

の表彰を引き続き行います。 
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頁 変更場所 変更前（素案） 変更後（原案） 

第６章 ９つの推進政策 

  政策３ 食品ロスの削減 

   １ 地域レベルでの取組 

32 

33 

具体的取組の記載順 (1)土壌混合法の拡大 

(2)家庭での実践に役立つ講演

などの展開 

(3)フードバンク・フードドラ

イブ活動の推進 

(1)家庭での実践に役立つ講演

などの展開 

(2)フードバンク・フードドラ

イブ活動の推進 

(3)土壌混合法の拡大 

  政策４ まちの美化 

   ３ 公衆トイレの美化対策 

38 (2)公衆トイレの利

用マナー向上 

の具体的取組 

 公衆トイレを大切に使って

もらうため、福祉団体等の参加

による清掃活動や利用マナー

向上のプロモーションなどを

推進します。 

公衆トイレを清潔に保って

いくため、地域の事業者や福祉

団体等の参加による清掃活動

及び利用マナー向上のプロモ

ーションなどを推進します。 

  政策５ リサイクルの推進 

   現状と課題 

39 （市民による分別の

取組） 

の本文 

分別協力率は、ほぼ横ばいで

推移しており、 

～略～ 

現在の分別ルールが一定程度

定着していることが読み取れ

ます。 

限られた資源の有効活用や

環境負荷の低減のために行っ

ているリサイクルについては、

分別排出のご協力が欠かせま

せん。 

現在、分別率は、ほぼ横ばい

で推移しており、 

～略～ 

現在の分別ルールが一定程

度定着していることが読み取

れます。 

 

 




