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● 家庭等の雑排水は、ＥＭ菌を利用して浄化した後に排水するような条例が必要である。 

市長のリーダーシップの下、若い職員により水質環境浄化に関する気運を盛り上げてもらいたい。 

「家庭等の雑排水は、ＥＭ菌を利用して浄化した後に排水するような条例が必要である」とのご意

見についてお答えします。 

貴方様もご承知のとおり、河川等の水質を浄化するためにＥＭ菌（有用性微生物群）などの微生物

資材を活用した場合の有効性については、賛否両論のご意見があります。 

 福島県では、「高濃度の有機物が含まれる微生物資材を河川や湖沼に投入すれば汚濁源となる。」と

の見解であり、広島県も同様の見解を示しております。また、環境省は、「ＥＭ菌などの微生物資材が

河川等に有効という分析結果は把握しておらず、散布は自治体に任せている。」としております。 

このように国、県において、河川や湖沼の水質を浄化するためにＥＭ菌の利用を推進するという状

況に至っておりません。 

このことから、現状において伊達市では、河川等の水質を浄化することに対してＥＭ菌の利用を推

進する条例の制定は考えておりませんので、ご理解願います。 

しかし、河川等の水質汚濁は、家庭等からの生活雑排水が大きな原因となっています。このことか

ら、公費助成による浄化槽設置の促進や家庭における生活排水マナーなどの啓発を行い、河川の水質

浄化に努めなければならないと考えます。 

ＥＭ菌は、さまざまな分野で活用されており、その利用方法によっては有効であるものと考えられ

ますが、河川等へのＥＭ菌の投入利用は、各関係機関の調査研究の推移を見守っていきたいと考えて

おりますので、ご理解をお願いいたします。（22 年 2 月 16 日回答：市民生活部 環境防災課） 

 

● ウォーキングをしていると犬の糞がたくさん落ちている。飼い主には持ち帰りを徹底させてほし

い。 

当市では飼い主の方に犬の登録時と毎年一回行われる狂犬病予防注射の際に、飼い主のマナー向上

を呼びかけるパンフレット等をお渡ししています。また、伊達市ホームページと市政だよりにおきま

しても同様の記事を掲載しております。 

しかしながら、犬のフンや鳴き声等に関する苦情は多数寄せられているのが現状です。 

従いまして、今回のような問題を解決するためには、地道な手段ではありますが、今後も市役所窓

口や狂犬病予防注射会場、ホームページや広報紙等において、引き続き飼い主の方々に対してマナー

向上を呼びかけることが重要であると考えています。また、特に苦情の多い地区につきましては、そ

の地区を対象とした注意喚起のチラシを配布することも検討しております。 

市民の皆さまにおかれましても、身近な環境問題にご理解とご協力をしていただき、できる範囲で

結構ですので、地域においてマナー向上の呼びかけを行っていただきますようお願いします。（22 年 2

月 4 日回答：市民生活部 環境防災課） 

 

● ごみの分別方法が間違ったものは張り紙をして置いていくが、出した本人は違反と分からないの

で次回の収集日までごみが放置されている。これでは周辺環境が悪化するので、間違っていてももっ

ていって分別すべき。そもそも分別作業は市民でなく専門業者の仕事であり、そのための税金だと思

う。また、ごみ袋の大きさが一目でわかるように表示してほしい。 

第一点目の「家庭から出されるごみ指定収集場所への違反ごみの放置」についてですが、ごみ収集

場所の指定は、その地域の皆様からの要望等により「収集場所の違反ごみの処理や清掃等は地域で行

っていただくこと」を条件に設置しております。ごみの排出方法につきましては、市から各家庭に毎

年配付しております「ごみカレンダー」や「ごみ分別ハンドブック」による分類をお願いしておりま

すが、地域の集会等でごみ排出マナーの周知を図っていただき、収集場所周辺の環境美化に努めてい

ただきますようご理解とご協力をお願いいたします。 

 第二点目の「ごみ処理は税金で行われているため、分別も本業とする処理業者で対応するべきもの

であり、分別をもっと分かりやすくできないか？」についてですが、伊達市のごみ処理は、伊達地方

衛生処理組合（構成市町：伊達市・桑折町・国見町・川俣町）で広域事業により行っており、各構成

市町の負担金等で運営しております。ごみ処理には多大な経費を要していることから、ごみを資源化

ごみと一般廃棄物ごみに分類することでごみの減量化を推進し、効率的な処理によって経費節減に努

めているところです。この分別を衛生処理組合で実施することになりますと、その処理費用を税金で
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賄うこととなりますので、市民の皆様のご協力をいただきながら経費節減に努めてまいりたいと考え

ておりますので、今後もごみの分別収集へのご理解とご協力をお願いいたします。 

なお、市の平成 20 年度決算のごみの処理関連費用は、年間約７億６千万円で、住民１人当たり約

11,140 円になっております。（人口 68,261 人、平成 21 年 3 月 31 日） 

 第三点目の「指定ごみ袋の大きさが一目でわかるような表示」についてですが、袋の大きさの表示

は、平成 21 年度製造の指定ごみ袋から、判別しやすいように大きなリットル表示といたしました。 

 しかし、市内には旧ごみ袋の在庫がまだある販売店もあり、まもなく、お住まいの地域にも新しい

表示の「指定ごみ袋」が流通すると思われますのでご了承願います。 

 また、他市町村から転入された方には、転入手続きの際に「ごみカレンダー」と「ごみ分別ハンド

ブック」を配付し、ごみの収集場所や排出方法などをご説明しているところですので、ご理解をお願

いたします。（22 年 2 月 4 日回答：市民生活部 環境防災課） 

 

● 市指定ごみ袋は無駄、ゴミ袋の印刷代も無駄である。 

はじめに、伊達市が「指定ごみ袋」を導入した経緯についてご説明いたします。 

伊達市から発生するごみは、伊達地方衛生処理組合で処理されておりますが、ごみを適切に処理す

るために、衛生処理組合と組合構成市町（伊達市・国見町・桑折町・飯野町・川俣町）の協議により、

現在の「指定ごみ袋」を導入いたしました。 

導入以前のごみ収集は多種多様な袋で排出され、半透明や中身が見えない袋にごみの分別をしない

で排出する方が多く見受けられました。可燃ごみの中に不燃ごみが混入していたために伊達地方衛生

処理組合の焼却炉が損傷し、炉の修繕に多大な費用を要する事例が何度か発生いたしました。また、

各ごみ集積所に町内会以外の方が分別しないで排出したことにより、収集されないケースもあり、多

くの苦情が寄せられておりました。このことから「指定ごみ袋」を導入し、袋に排出者の氏名を書く

欄を設けることで、ごみ排出者の責任による分別の徹底と、ごみの減量化も意識していただくため、

市民の皆様に「指定ごみ袋」を購入して使用していただいております。 

ご提案いただきました「家庭で余剰の袋でも」とのことでありますが、福島県では地球温暖化防止

対策の一環として、買い物時に配付されるレジ袋の有料化を推進し、マイバッグ持参運動を展開して

おり、今後、レジ袋の無料配布は少なくなると考えられます。レジ袋は、資源用の「プラスチック製

容器包装」に分別して出してくださるようお願いいたします。 

また、紙袋は「古紙」に分類され、市民の皆様に「古紙」としての排出にご協力をいただき、リサ

イクル活用しているところです。この「指定ごみ袋」の費用については、市民の皆様にできるだけ安

く購入していただくために、伊達地方衛生処理組合で鋭意努力し、資材も廃プラを活用しております。

また、市販の「汎用ポリ袋」料金と同等の販売価格となっております。 

 このような状況でありますので、今後もごみの排出は、伊達市の「指定のごみ袋」をご使用いただ

きますようご理解とご協力をお願いいたします。（22 年 2 月 4 日回答：市民生活部 環境防災課） 

 

● ペットボトルや、調味料のキャップを集めて、ワクチンに交換する活動を行っている。伊達市を

エコキャップに関心のある街として盛り上げていきたい。 

あなたが取り組んでおられる「エコキャップ運動」は、市民、企業、団体等がペットボトルなどの

キャップを収集し、それをリサイクル事業所などへ売却することで得た益金を「NPO 法人世界の子ど

もにワクチンを日本委員会」（ＪＣＶ）へ寄付をすることで、途上国の子どもたちにポリオなどのワク

チンをＪＣＶから贈っていただく活動であると理解しております。 

現在、伊達市はごみなどの環境施策に循環型社会の形成を掲げ、ごみの発生抑制、再使用、再利用

（３R 運動）を推進し、ごみ廃棄物の減量化に取り組んでいるところであります。 

市内からプラスチック類として回収されたペットボトルなどのキャップは、伊達地方衛生処理組合

で焼却されることなく、容器リサイクル法に基づき、環境省指定の取引業者にリサイクル原料として

引き渡され、その還元金は、伊達地方衛生処理組合の収入となり、組合構成市町の負担金軽減の一助

となっております。 

あなたが取り組んでいるこの運動は、小さな運動が大きな輪になり、世界の多くの子どもたちの命

を救うための援助と社会啓発に寄与するとともに、市民、団体等のボランティア意識の向上に大きく

貢献されるものと思います。 

今後もこの運動が、市民、団体、企業、学校等におけるボランティア活動として、世界に貢献され
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ることを願うものであります。 

市は、市民の皆様から「エコキャップ運動」の問い合わせがあった場合は、情報等を提供していく

考えでありますので、今後とも市の環境施策にご理解を賜り、伊達市の発展にご協力いただきますよ

うお願いいたします。（21 年 11 月 27 日回答：市民生活部 環境防災課） 

 

● 粗大ごみのリサイクル対策を是非実施してほしい。 

伊達市においては、ごみ減量化や資源化などにより、環境への負荷を低減させる循環型社会の構築

に向けて、廃棄物の発生抑制（リデュース）、再使用（リユース）、再利用（リサイクル）を推進して

おります。しかし、清潔で快適な街づくりを図るためには、地域社会全体でごみの減量化に努め、市

民の皆様と行政が一体となって取り組む必要があります。 

このため、市民の皆様のご協力で、ごみを分別して出していただくことによりできるだけ資源化処

理を行い、処分ごみの減量化に努めております。 

伊達市のごみ処理は、伊達地方衛生処理組合に委託しており、その施設内にはリサイクルプラザが

ありますが、廃プラスチック処理資源化施設であり、再使用可能な粗大ごみなどの供給体制、施設は

整っておりません。この循環するシステムの構築については、今後、伊達地方衛生処理組合及び構成

市町とも協議してまいりたいと思います。 

なお、現在、市民の皆様から粗大ごみ排出についてのご相談等があった場合は、「使用可能か？」「使

用不可能か？」を確認していただき、「使用可能」なものについては、民間のリサイクルショップ等の

活用をお願いしているところです。一見して使用可能に見える粗大ごみが「本当に使用可能な粗大ご

みかどうか」等の問い合わせについては、伊達地方衛生処理組合で受け付けしておりますので、お気

軽にご相談ください。 

今後も限りある資源を有効に活用し、ごみの減量化に努めてまいりたいと思いますので、ご理解と

ご協力を賜りますようよろしくお願いいたします。（21 年 10 月 26 日回答：市民生活部環境防災課） 

 

● アメシロ被害が多い。各自対応が必要である。周知願いたい。 

ご指摘ありましたアメリカシロヒトリは、６月初旬から７月中旬そして８月中旬から９月中旬にか

けてふ化するとされ、春先は桜や桑といった落葉樹に生息しやすく、秋には柿や柳などの樹木に生息

します。 

アメリカシロヒトリの駆除は、ふ化する時期に実施する事が有効であるといわれており、方法とし

ては、枝をハサミで切り取って幼虫を踏みつぶしたり、巣を丈夫なゴミ袋に入れてしっかりと口を閉

め、ゴミとして出したりする方法が良いとされています。ふ化した幼虫は２週間ほどで樹木全体に分

散してしまいますので、そのような場合には薬剤散布をするしか方法がありません。 

伊達市においては、土地の所有者や町内会の方々に駆除のご協力をいただいているところですが、

今回、ご指摘をいただきましたので、梁川町粟野地内等を巡回し調査いたしました。気候の影響から

か例年になく多く発生しているところが見受けられましたので、引き続き監視を続け駆除を促すとと

もに、広報等により周知して参りたいと考えていますので、宜しくお願いいたします。（21 年 10 月 1

日回答） 

 

● 鶏糞の悪臭に困っている。 

 ご指摘のとおり、この臭いは、伊達地域伏黒地区の農家による「鶏糞を利用する肥料製造」による

もので、また、同地区には養豚場もあり、その臭いが複合して発生していると思われます。 

 貴方様より、平成 18 年にいただきました手紙の際は、伏黒地区の養豚場についてご返事したところ

でありますが、その後も福島県県北家畜保健衛生所との連携により、養豚場における臭い対策の指導、

助言を行い、事業者は豚舎の改良、自作地への施肥による野菜づくりの中止、養豚場から伊達市以外

の堆肥製造工場へ毎日搬出するなどの改善を図り、臭いの軽減に努めているところであります。過日

も県北家畜保健衛生所及び伊達農業普及所の立会いにより、更なる改善を依頼してきたところであり、

事業者も改善に努めることとしております。 

 また、同地区の農家が製造している「肥料」についても、以前から問題となっておりましたが、特

に 7 月末から 9 月に広範囲に悪臭が発生した状況であります。 

市としても再三、臭いの軽減対策（肥料製造施設の設置、農地へ搬入した場合のシート等による覆

いなど）を依頼しているところでしたが、対応がなされていない状況でした。このことから、先日、
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福島県県北地方振興局環境課と共に農家に対して、臭い軽減について各種指導、依頼を行ってまいり

ました。 

農家によると、今回は雨天が続いたことで肥料の切り返し（攪拌）がうまくいかなかったことが、

特に臭いが強くなった原因のようです。 

今後の対応としては、特殊に改良された臭いのない鶏糞を使用することにより、肥料製造による臭

いを軽減したいということであります。 

 また、9 月上旬に肥料製造場所、養豚場付近の臭気検査を実施し、その結果に基づいて、市、福島

県、肥料製造農家と協議を行い、農家から肥料製造過程で悪臭を発生させないための処理計画書を 10

月 29 日まで提出することといたしました。 

 今後も快適な生活環境保全のために、事業者への指導、対策等に努めてまいりますので、ご理解を

賜りますようお願いいたします。（21 年 10 月 23 日回答：市民生活部 環境防災課） 

 

● 霊山地域の下水道整備計画について、どうなっているのか。 

掛田地区の下水道整備について回答いたします。 

汚水処理には公共下水道、農村集落排水及び合併処理浄化槽の３つがあります。 

公共下水道は、下水道法の認可に基づくもので、主として市街地（都市計画区域）において行われ

ており、旧伊達町、旧梁川町及び旧保原町で整備を進めています。下水道整備は、一定以上の人口密

度の地域を対象としておりまして、整備区域を定める際には人口密度が希薄な地域を含む過大な計画

にならないようにしなければなりません。 

農村集落排水は、都市型公共下水道で整備できない地域において、農村地域振興の一環として一定

以上の集落を対象に、農林水産省が農村集落排水処理施設（農村下水道）の建設を進めているもので、

旧梁川町粟野地区で整備されております。 

合併処理浄化槽は、処理施設から離れた地域で、下水道法の認可を受けた事業計画区域以外におい

て汚水処理する方法です。水洗トイレだけの排水を処理する従来の単独処理浄化槽と違い生活排水全

てを処理するため、公共下水道と同様にきれいな処理水とし、住宅環境・水環境を悪化させることな

く水路や河川等に流すことが出来ます。 

汚水処理につきましては、公共下水道、農村集落排水、合併浄化槽それぞれの持つ特色を活かし、

地域の実情や費用対効果を考慮しながら計画を進めていかなければなりません。 

この度ご要望ありました、霊山地域や東大枝地区は下水道整備計画区域外であり、合併処理浄化槽

により汚水処理を行う区域となっております。合併処理浄化槽設置する際には費用に対する補助金制

度があります。また、条件によっては既存の単独処理浄化槽や汲み取り式トイレの撤去費用について

も補助を受けることができますので、ぜひご利用ください。（21 年 9 月 25 日回答：建設部 下水道課） 

 

● 鶏糞の悪臭に困っている。 

 8 月における「動物の糞のような臭い」がする件ですが、この臭いは、伊達地域伏黒地区の農家に

よる「鶏糞を利用した肥料製造」によるものと、同地区にある養豚場の臭いによるものと思われます。 

 この臭いについては、以前から問題となっておりますが、福島県と連携して指導等を行い、臭いを

軽減するための対応に努めているところであり、事業者も施設等の改善を図るなどしております。 

 今後は、市としても肥料製造場所、養豚場付近の臭気検査を実施し、その結果に基づき、福島県と

協議しながら、事業者への指導、対策等に努めてまいりますので、ご理解を賜りますようお願いいた

します。(21 年 10 月 19 日回答：市民生活部 環境防災課) 

 

● 水路の悪臭に困っている。 

「ドブ」のような臭いがする件ですが、お手紙の箇所は保原地区の６号都市下水路で、市街化区域

内の住宅地である西町・柏町地内の生活排水と雨水が流れるようになっております。 

お手紙をいただいて直ちに現地を確認いたしましたところ、水深が３㎝程度で水量が乏しく、水路

の勾配もゆるいために水路の底に藻が発生しており、ご指摘の臭いはこの排水路の臭いと思われます。 

この地域は公共下水道整備区域となっており、下水道が整備されれば生活排水は公共下水道に流れ、

この水路は雨水のみの排水となり、悪臭は発生しなくなります。 

今後も計画に沿って、下水道の整備に努めてまいりたいと思います。なお、悪臭が発生した場合は、

随時対策を考えてまいりますのでご理解を賜りますようお願いいたします。（21 年 10 月 19 日回答：
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建設部 下水道課） 

 

● ゴミ袋の大きさを袋の見やすい場所に表示してほしい。（ラベルを剥すと判断できない） 

 「指定ごみ袋に袋の大きさを表示して欲しい」というご要望についてお答えいたします。 

 現在、作成しております『伊達市・桑折町・国見町・川俣町・伊達地方衛生処理組合の「もやせる

ごみ専用袋」、「資源専用袋」』につきましては、ご指摘のとおり袋一枚一枚に「何リットル」であるか

の数的表示はございません。 

もやせるごみ専用袋、資源専用袋それぞれの「ミシン目入り」部分に「ＬＬ」「Ｌ」「Ｍ」の表示を

しておりなすが、この表示内容は、ＬＬ→45 リットル、Ｌ→30 リットル、Ｍ→20 リットルに対応し

ております。しかし、文字が小さく、大変わかりづらい位置にあり、また、作成された時期によって

は表示されていない袋もあり、ご不便をおかけいたしました。 

ご指摘のありましたごみ袋の表示につきましては、今後、伊達地方衛生処理組合、桑折町、国見町、

川俣町と協議し、わかりやすい表示内容にしていきたいと考えておりますので、ご理解を承りますよ

うお願いいたします。（21 年 8 月 26 日回答：市民生活部 環境防災課） 

 

● レジ袋有料化に伴い、障がい者施設で紙袋の作成を依頼し、商店街に配置すれば、障がい者支援、

やエコにつながる。声かけの支援をお願いしたい。 

 現在、伊達市における古新聞のリサイクルの取組みとしては、古紙回収日を設定して回収を行い、

古紙原料（古新聞→新聞の原紙）として資源の再利用を推進しています。 

ご提案ありました古新聞を利用したエコバックも資源の再利用としては、非常に有効な手段である

と考えられます。 

現在、ごみ減量化や資源の有効利用など地球温暖化対策等の一環として、レジ袋の有料化が進めら

れております。県内では、スーパーなどの事業所が福島県や市町村との協定により、レジ袋の有料化

が 6 月 1 日から実施されました。この実施に伴い、マイバック運動が進められており、古新聞エコバ

ックもマイバックとしての有効な活用方法と考えられます。 

しかしながら、この古新聞エコバックは、使用頻度、耐久性などを考慮すると短期間で廃棄となる

可能性があるため、現状において市としては商品として購入し配布する考えはありません。また、商

工会へも確認いたしましたが、同様な考えのようです。 

 この古新聞のエコバックは、消費者自身が資源再利用として作製し、買い物等にご利用されること

が一番望ましいのではないかと思われます。 

 また、エコバックには、古い傘や古着等を再利用して作製できるものもありますので、エコバッ

クに関する情報について、市の広報紙を通じて市民のみなさんへお知らせしたいと考えておりますの

で、消費者の皆さんが自分たちでできることをお願いしたいと思います。（21 年 6 月 12 日回答：市民

生活部環境防災課） 


