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付録1 予備アンケート調査票 

 

ごみ清掃工場への搬入資格者の要件緩和に関する予備アンケート 

 

滋賀県立大学 環境科学部 環境政策・計画学科 

金谷研究室 3回生 姜 文俏 

Tel：090-6059-9890 

E-mail：ot12bkyou@ec.usp.ac.jp 

  

お手数ですが、最初に、市名・部署名・ご担当者名をご教示ください。 

市名：                   

部署名：                 

ご担当者名：              

 

問 1  以下の a～f のうち、貴ごみ清掃工場へ搬入できる人に、全て、〇か□をつけてくだ

さい。 

 

a.ごみ排出者本人      b.許可業者    c.ごみ排出者別居家族 

d.ごみ排出者が同席であれば、運転手はだれでもいい  

e.ごみ排出者が同席であれば、運転手は排出者の親戚に限り認める 

f.その他（具体的にご記入お願いします） 

(                                      ) 

 

＊この予備アンケートでは、問 1 で、a と b のみ選択された場合は「要件緩和してい 

ない」、a と b 以外も選択された場合は「要件緩和している」、と考えます。 

 

次の問 2 と問 3 は、「要件緩和している」場合のみ、ご教示をお願いします。 

 

問 2 搬入資格者の要件緩和はいつから実施されましたか。 

西暦       年        月 

 

 

[ご教示いただくに当たってのお願い] 

・回答が「3.その他」で補足説明が必要な場合は回答欄下の補足欄にご記入してください。 

・なお、この調査票に関してご質問等がございましたら、上記の金谷研究室の姜まで、E-mailにて

ご連絡いただきますようにお願いいたします。 
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問 3 搬入資格者の要件緩和を実施した理由は何ですか。 

 

 

次の問 4 は、問 1 で「c.ごみ排出者別居家族」を選択された方のみ、ご教示をお願いしま

す。 

 

問 4 別居家族であることの確認方法を、ご教示ください。 

 

 

次の問 5 は、「要件緩和していない」場合のみ、ご教示をお願いします。 

 

問 5 高齢者のみ世帯の増加や引っ越しごみや遺品整理などへの対応のため、搬入資格者 

要件緩和に関して、どう考えられますか。 

 

 

問 6 引越しごみや遺品整理等に伴う一時多量排出ごみに限定した収集運搬許可を出され 

ていますか。下記のうち、一つに〇か□をつけてください。 

  a. 許可を出している 

  b. 許可を出していないが、現在検討中 

     ＊できましたら、検討内容をご教示いただけますか？ 

       （                    ） 

  c.  許可を出しておらず、検討もしていない 

  d.  その他（具体的には；               ） 

 

問 7 今後、姜が卒業研究でごみ清掃工場への搬入資格者の要件緩和について研究していく上

で、「こうした点を調査研究すべき、あるいは調査研究するとおもしろい」とお考えの点がご

ざいましたら、是非ご教示いただければ幸いです。 

 

 

   以上です。ご教示、ありがとうございました。  
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付録 2 本アンケート調査票 

（回答例） 

～ごみ清掃工場への搬入資格者の自治体判断に関するご教示のお願い～ 

 

滋賀県立大学 環境科学部 環境政策・計画学科 金谷研究室 4 回生の姜文しょう（き

ょう ぶんしょう）と申します。私は現在、「ごみ清掃工場への搬入資格者の自治体判断

の実施実態と改善策の提案」というテーマで卒業研究を進めております。なお「搬入資格

者の自治体判断」とは、ごみ排出者本人や一般廃棄物収集運搬許可業者以外でも、例えば、

ごみ排出者別居家族や、ごみ排出者が同乗であれば運転手はだれでも、ごみ清掃工場への

搬入資格者として認める、という措置のことです。高齢者のみの世帯の増加等を背景に、

これらの措置を取る自治体がありますが、実態や課題は明らかではありません。  

昨年 12 月～今年 1 月の予備アンケートへのご協力ありがとうございました。予備アンケ

ートの結果を加え、ごみ清掃工場への搬入資格者の自治体判断の詳細を調査するためにメ

ールでの本アンケートをお願いしています。 

そのため、ご多忙中のところ大変恐縮ではございますが、添付させていただきました本

アンケート調査票へのご回答にご協力いただければありがたく存じます。 なお、本アンケ

ート調査票へのご回答の際、別添付の回答例を参考にしていただければ幸いです。 

アンケートへのご回答は、ご教示可能な範囲で結構ですので、、2015年09月15日(火)まで

に姜 文しょう(ot12bkyou@ec.usp.ac.jp)にご返信いただければ幸いです。 

また、アンケートの内容が、担当しておられる内容でない場合、お手数ですが担当され

ておられる課へ、このアンケート票をご転送していただければ幸いです。 

ご教示いただきました情報については、厳重に管理し、用済み後は確実に消去（及び廃

棄）いたしますのでご安心ください。  

どうぞよろしくお願い申し上げます。  

2015年08月18日 

滋賀県立大学 環境科学部 環境政策・計画学科  

金谷研究室 4回生 姜 文しょう(調査担当者)  

〒522-8533 滋賀県彦根市八坂町2500  

TEL：090-6059-9890 

E-Mail：ot12bkyou@ec.usp.ac.jp  

研究室 TEL：0749-28-8279  

FAX：0749-28-8349 

＜なお、以下は指導教員からのお願い文です。＞ 

 姜の指導教員の、滋賀県立大学環境科学部環境政策・計画学科 教授 金谷健と申しま

す。このたびは、大変ご面倒なお願いをさせていただき、申し訳ございません。 

 差し支えのない範囲で結構ですので、ご教授いただければありがたく存じます。 
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 どうか、宜しくお願い致します。 

 なお、当研究室の研究内容等は、下記サイトをご参照頂ければ幸いに存じます。 

    金谷研究室 HP http://kanayaken.web.fc2.com/ 

■ご教示していただくにあたって 

1. 本アンケート調査では、前回の予備アンケート調査（2014年12月～1月）の質問内容と

重複する点がございます、お許しください。 

2. 本アンケート調査の質問項目について、別添付で回答例がございますので参考にして

ください。 

3. ご回答は、特に断りのない場合には当てはまる選択肢を一つだけ□または○でお囲み下

さい。 

4. 質問によっては「その他（ ）」と「検討中（ ）」という選択肢がありますが、この

選択肢をお選びになる場合には、（ ）内に具体的な内容についてご教示ください。  

5. なお、このアンケート票に関してご質問等がございましたら、上記の金谷研究室の姜

まで、TEL・FAX またはE-Mail にてご連絡いただきますようお願い致します。  

6. 関連する資料がございます場合、添付いただけると幸いです。 

 

 

 

 

 

ご教示いただきます貴方様の  

都道府県及び市名：              

部署名：                   

氏名：                    

TEL：                    

FAX：                    

E-Mail：                   

 

 

 

なお、アンケートにご協力いただいた市の方のうち、調査結果の送付を希望される市の方

には卒業論文完成後(2016年3月初旬)に、卒業論文の要旨を送付させていただきます。  

卒業論文要旨の返送を希望されますか。  

A．希望する（ 郵送 ・ メール添付 ：どちらかに○）  

B．希望しない 
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目次 

A 搬入資格者 

B 搬入手続きについて 

C ごみ処理手数料について 

D ごみ清掃工場への搬入に伴う現在の問題点について 

E 無許可収集について 

F 限定許可について 

 

  

 

 

 

 

 

A 搬入資格者 

 

問 1:以下の a～f のうち、貴ごみ清掃工場へ搬入できる人を教えてください。（複数回答可） 

 

a.ごみ排出者本人・同居家族      b.許可業者     

c. ごみ排出者が同席であれば、運転手は排出者の親戚に限り認める 

d.引っ越し業者に限り排出者の同乗 

e.ごみ排出者が同席であれば、運転手はだれでもいい  

f.ごみ排出者別居家族 

g.その他【具体的にご記入お願いします】 

(                                      ) 

 

 問 1 で「a,b」のみ選んだ方は問 2 へ進んで下さい。 

 問 1 で「c～f」も選んだ方は問 4 へ進んでください。 

 

問 2：問１で a,b のみを選択した方に質問します。「c～g」のような「搬入できる人の拡大」

を検討されたことがありますか。 

a.はい 

b.いいえ 
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問 3:問 2 で「はい」の場合、検討された内容をご記入ください。 

 

 

 

 

 

B 搬入手続きについて 

 

問 4: ごみ排出者が家庭系ごみを（ごみ清掃工場へ）搬入するために必要な、搬入事前手続

きについて以下より一つお選びください。 

   a.搬入申告書などの書類のみを使って搬入事前手続きを実施している 

   b.搬入申告書などの書類・電話の両方で搬入事前手続きを実施している 

   c.電話のみで搬入事前手続きを実施している 

  d.搬入事前手続きは実施していない 

   e.その他【具体的にご記入お願いします】 

 （                                     ） 

 

 問 5: 問 4 で「a～c」を選択した方に質問します。手続きの際の申告内容・確認事項とし

て当てはまるものを以下より全てお選びください。 

  a.廃棄物運搬車(自己搬入者)の氏名・車両番号等の情報 

   b.ごみの発生場所 

   c.廃棄物の搬入日時 

   d.廃棄物の内容物（重量や種類） 

  e.その他【具体的にご記入お願いします】          

（                                   ） 

 

問 6:搬入窓口において行っておられる搬入者への確認事項として該当するものを全てお選

びください。 

 a.免許証等の身分証明書の確認 

  b.搬入物に関する聞き取り調査（口頭質問） 

  c.車両番号の確認 

  d.搬入許可証等の書類確認 

 e.その他【具体的にご記入お願いします】 

 （                                     ） 
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問 7:ごみ清掃工場への搬入受付曜日に関して該当するものをお選びください。 

  a.平日（月曜日から金曜日）のみ 

   b.平日＋土曜日 

   c.平日＋土曜日＋日曜日 

  d.その他【具体的にご記入お願いします】 

  （                                     ） 

 

C ごみ処理手数料について 

 

問 8:清掃工場の搬入への 100kg 当たりのごみ処理手数料をご教示ください。 

            200 円/100kg  

 

問 9:搬入手数料に関して、改定する予定がありますか。 

  a.はい 

  b.いいえ 

    c.その他【具体的にご記入お願いします】 

   (                                 ) 

 

 問 10: 問 12 で「はい」と選択した方のみご回答して下さい。改定を検討する理由につい

てご教示ください。（複数回答可） 

a.消費税増税のため 

b.近隣の改定を受けて 

   c.他市のごみを入らないように 

   d.新清掃工場稼働のために 

e.その他【具体的にご記入お願いします】 

(                                    ) 

 

D ごみ清掃工場への搬入に伴う現在の問題点について 

 

問 11：ごみ清掃工場への搬入において、現在問題点はありますか。 

a.はい 

b.いいえ 

c.その他【具体的にご記入お願いします】

(                                   ) 
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問 12：問 11 で「はい」と選択した方のみご回答して下さい。現在の問題点を具体的にご記

入ください。 

 

 

管轄区域以外のごみが搬入される 

 

 

 

問 13：問 11 で「はい」と選択した方のみご回答して下さい。その問題点への対策について

具体的にご記入ください。 

搬入手続きを厳しくする 

 

 

 

 

問 14：その問題点は対策を行ったことで解決もしくは改善がみられていますか。当てはま

るものを以下よりお選びください 

    a.大変改善できた      b.やや改善できた      c.どちらともいえない 

   d.あまり改善できなかった                       e.改善できなかった 

 

問 15: ごみステーションに出す家庭系ごみは、種類に関わらずすべて清掃工場に搬入でき

ますか。 

  a.すべて搬入できる 

    b.搬入できないごみがある【具体的にご記入お願いします】 

( 古紙                            ) 

 

問 16:もしご回答可能でしたら、家庭系ごみの年間搬入量の内訳をご教示ください。 

直接搬入量：                トン 

 

  直接搬入量（トン） 搬入件数（件数） 

a.ごみ排出者本人    7000 

b.許可業者    4000 

c.その他（c～f）    2000 

    (a～g は、問 1と同じです。) 
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E 無許可収集について 

 

問 17：無許可収集による高額報酬請求についてのお問い合わせがありましたか。 

   a.はい 

   b.いいえ 

   c.その他【具体的にご記入お願いします】 

  （                                     ） 

 

問 18：問 17 で「はい」を選択した方のみご回答してください。高額報酬請求についての問

い合わせ件数、ご教示ください。 

40 件 

 

問 19:無許可収集に対して、対応方法をご教示ください 

      罰金 

   

 

 

 

問 20：許可業者に関する情報は、どのような手段で住民に提示していますかご教示くださ

い（複数回答可） 

   a.HP に情報の掲載 

   b.住民へのチラシの配布 

  c.問い合わせがあれば、情報を提示します 

   d.その他【具体的にご記入お願いします】 

  （                                     ） 

 

F 限定許可について 

  (限定許可とは、一般廃棄物収集運搬許可業者に廃棄物の全品目ではなく、対象品目を限

定して、許可を出すことです。) 

 

問 21:貴市で一般廃棄物収集運搬許可業者に限定許可を出していますか。 

   a.はい 

    b.いいえ 

   c.その他【具体的にご記入お願いします】 

  （                                     ） 
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問 22：問 21 で「はい」と選択した方に質問します。限定許可の対象品目として該当するも

のを全てお選びください。それらを出された理由を教えれば、ありがたいです。 

  a.引っ越しに伴う一時多量排出ごみ（           ） 

  b.遺品整理などに伴う一時多量排出ごみ（           ） 

    c.流木  （           ） 

    d.木くず （ 資源循環          ） 

    e. 刈り草 （            ） 

    f.廃プラスチック  （           ） 

    g.その他【具体的にご記入お願いします】 

  （                                     ） 

 

問 23：問 21 で「はい」を選択した方のみご回答してください。限定許可業者の数をご教示

ください。 

  （      5 社） 

 

問 24：貴市の一般廃棄物収集運搬許可業者数をご教示ください。 

  （              20 社） 

 

 

質問は以上です。アンケートにお答えいただき、ありがとうございました。この結果は大

切に使用させていただきます。このアンケートに関してのご感想・ご意見等がございまし

たら、以下にご記入いただきますようお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アンケートへのご協力、大変ありがとうございました。 
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本アンケート調査票 

 

～ごみ清掃工場への搬入資格者の自治体判断に関するご教示のお願い～ 

 

滋賀県立大学 環境科学部 環境政策・計画学科 金谷研究室 4 回生の姜文しょう（き

ょう ぶんしょう）と申します。私は現在、「ごみ清掃工場への搬入資格者の自治体判断

の実施実態と改善策の提案」というテーマで卒業研究を進めております。なお「搬入資格

者の自治体判断」とは、ごみ排出者本人や一般廃棄物収集運搬許可業者以外でも、例えば、

ごみ排出者別居家族や、ごみ排出者が同乗であれば運転手はだれでも、ごみ清掃工場への

搬入資格者として認める、という措置のことです。高齢者のみの世帯の増加等を背景に、

これらの措置を取る自治体がありますが、実態や課題は明らかではありません。  

昨年 12 月～今年 1 月の予備アンケートへのご協力ありがとうございました。予備アンケ

ートの結果を加え、ごみ清掃工場への搬入資格者の自治体判断の詳細を調査するためにメ

ールでの本アンケートをお願いしています。 

そのため、ご多忙中のところ大変恐縮ではございますが、添付させていただきました本

アンケート調査票へのご回答にご協力いただければありがたく存じます。 なお、本アンケ

ート調査票へのご回答の際、別添付の回答例を参考にしていただければ幸いです。 

アンケートへのご回答は、ご教示可能な範囲で結構ですので、、2015年09月15日(火)まで

に姜 文しょう(ot12bkyou@ec.usp.ac.jp)にご返信いただければ幸いです。 

また、アンケートの内容が、担当しておられる内容でない場合、お手数ですが担当され

ておられる課へ、このアンケート票をご転送していただければ幸いです。 

ご教示いただきました情報については、厳重に管理し、用済み後は確実に消去（及び廃

棄）いたしますのでご安心ください。  

どうぞよろしくお願い申し上げます。  

2015年08月18日 

滋賀県立大学 環境科学部 環境政策・計画学科  

金谷研究室 4回生 姜 文しょう(調査担当者)  

〒522-8533 滋賀県彦根市八坂町2500  

TEL：090-6059-9890 

E-Mail：ot12bkyou@ec.usp.ac.jp  

研究室 TEL：0749-28-8279  

FAX：0749-28-8349 

＜なお、以下は指導教員からのお願い文です。＞ 

 姜の指導教員の、滋賀県立大学環境科学部環境政策・計画学科 教授 金谷健と申しま

す。このたびは、大変ご面倒なお願いをさせていただき、申し訳ございません。 

 差し支えのない範囲で結構ですので、ご教授いただければありがたく存じます。 
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 どうか、宜しくお願い致します。 

 なお、当研究室の研究内容等は、下記サイトをご参照頂ければ幸いに存じます。 

    金谷研究室 HP http://kanayaken.web.fc2.com/ 

■ご教示していただくにあたって 

7. 本アンケート調査では、前回の予備アンケート調査（2014年12月～2015年1月）の質問

内容と重複する点がございます、お許しください。 

8. 本アンケート調査の質問項目について、別添付で回答例がございますので参考にして

ください。 

9. ご回答は、特に断りのない場合には当てはまる選択肢を一つだけ□または○でお囲み下

さい。 

10. 質問によっては「その他（ ）」と「検討中（ ）」という選択肢がありますが、この

選択肢をお選びになる場合には、（ ）内に具体的な内容についてご教示ください。  

11. なお、このアンケート票に関してご質問等がございましたら、上記の金谷研究室の姜

まで、TEL・FAX またはE-Mail にてご連絡いただきますようお願い致します。  

12. 関連する資料がございます場合、添付いただけると幸いです。 

 

 

 

 

 

ご教示いただきます貴方様の  

都道府県及び市名：              

部署名：                   

氏名：                    

TEL：                    

FAX：                    

E-Mail：                   

 

 

 

なお、アンケートにご協力いただいた市の方のうち、調査結果の送付を希望される市の方

には卒業論文完成後(2016年3月初旬)に、卒業論文の要旨を送付させていただきます。  

卒業論文要旨の返送を希望されますか。  

A．希望する（ 郵送 ・ メール添付 ：どちらかに○）  

B．希望しない 
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目次 

A 搬入資格者 

B 搬入手続きについて 

C ごみ処理手数料について 

D ごみ清掃工場への搬入に伴う現在の問題点について 

E 無許可収集について 

F 限定許可について 

 

 

 

 

 

 

A 搬入資格者 

 

問 1:以下の a～f のうち、貴ごみ清掃工場へ搬入できる人を教えてください。（複数回答可） 

 

a.ごみ排出者本人・同居家族      b.許可業者     

c. ごみ排出者が同席であれば、運転手は排出者の親戚に限り認める 

d.引っ越し業者に限り排出者の同乗 

e.ごみ排出者が同席であれば、運転手はだれでもいい  

f.ごみ排出者別居家族 

g.その他【具体的にご記入お願いします】 

(                                      ) 

 

 問 1 で「a,b」のみ選んだ方は問 2 へ進んで下さい。 

 問 1 で「c～f」も選んだ方は問 4 へ進んでください。 

 

 

問 2：問１で a,b のみを選択した方に質問します。「c～g」のような「搬入できる人の拡大」

を検討されたことがありますか。 

a.はい 

b.いいえ 
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問 3:問 2 で「はい」の場合、検討された内容をご記入ください。 

 

 

 

 

 

B 搬入手続きについて 

 

問 4:ごみ排出者が家庭系ごみを（ごみ清掃工場へ）搬入するために必要な、搬入事前手続き

について以下より一つお選びください。 

   a.搬入申告書などの書類のみを使って搬入事前手続きを実施している 

   b.搬入申告書などの書類・電話の両方で搬入事前手続きを実施している 

   c.電話のみで搬入事前手続きを実施している 

  d.搬入事前手続きは実施していない 

   e.その他【具体的にご記入お願いします】 

 （                                     ） 

 

 問 5:問 4 で「a～c」を選択した方に質問します。手続きの際の申告内容・確認事項として

当てはまるものを以下より全てお選びください。 

  a.廃棄物運搬車(自己搬入者)の氏名・車両番号等の情報 

   b.ごみの発生場所 

   c.廃棄物の搬入日時 

   d.廃棄物の内容物（重量や種類） 

  e.その他【具体的にご記入お願いします】          

（                                   ） 

 

問 6:搬入窓口において行っておられる搬入者への確認事項として該当するものを全てお選

びください。 

 a.免許証等の身分証明書の確認 

  b.搬入物に関する聞き取り調査（口頭質問） 

  c.車両番号の確認 

  d.搬入許可証等の書類確認 

 e.その他【具体的にご記入お願いします】 

 （                                     ） 
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問 7:ごみ清掃工場への搬入受付曜日に関して該当するものをお選びください。 

  a.平日（月曜日から金曜日）のみ 

   b.平日＋土曜日 

   c.平日＋土曜日＋日曜日 

  d.その他【具体的にご記入お願いします】 

  （                                     ） 

 

C ごみ処理手数料について 

 

問 8:清掃工場の搬入への 100kg 当たりのごみ処理手数料をご教示ください。 

 家庭系ごみ               /100kg 

 事業系ごみ               /100kg 

 

問 9:搬入手数料に関して、改定する予定がありますか。 

  a.はい 

  b.いいえ 

    c.その他【具体的にご記入お願いします】 

   (                                 ) 

 

 問 10: 問 12 で「はい」と選択した方のみご回答して下さい。改定を検討する理由につい

てご教示ください。（複数回答可） 

a.消費税増税のため 

b.近隣の改定を受けて 

   c.他市のごみを入らないように 

   d.新清掃工場稼働のために 

e.その他【具体的にご記入お願いします】 

(                                    ) 

 

D ごみ清掃工場への搬入に伴う現在の問題点について 

 

問 11：ごみ清掃工場への搬入において、現在問題点はありますか。 

a.はい 

b.いいえ 

c.その他【具体的にご記入お願いします】

(                                   ) 
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問 12：問 11 で「はい」と選択した方のみご回答して下さい。現在の問題点を具体的にご記

入ください。 

 

 

 

 

 

 

問 13：問 11 で「はい」と選択した方のみご回答して下さい。その問題点への対策について

具体的にご記入ください。 

 

 

 

 

 

問 14：その問題点は対策を行ったことで解決もしくは改善がみられていますか。当てはま

るものを以下よりお選びください 

    a.大変改善できた      b.やや改善できた      c.どちらともいえない 

   d.あまり改善できなかった                       e.改善できなかった 

 

問 15:ごみステーションに出す家庭系ごみは、種類に関わらずすべて清掃工場に搬入できま

すか。 

  a.すべて搬入できる 

    b.搬入できないごみがある【具体的にご記入お願いします】

(                                   ) 

 

問 16:もしご回答可能でしたら、家庭系ごみの年間搬入量の内訳をご教示ください。 

直接搬入量：                トン 

 

  直接搬入量（トン） 搬入件数（件数） 

a.ごみ排出者本人     

b.許可業者     

c.その他（c～f）     

    (a～g は、問 1と同じです。) 
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E 無許可収集について 

 

問 17：無許可収集による高額報酬請求についてのお問い合わせがありましたか。 

   a.はい 

   b.いいえ 

   c.その他【具体的にご記入お願いします】 

  （                                     ） 

 

問 18：問 17 で「はい」を選択した方のみご回答してください。高額報酬請求についての問

い合わせ件数、ご教示ください。 

件 

 

問 19:無許可収集に対して、対応方法をご教示ください 

       

   

 

 

 

問 20：許可業者に関する情報は、どのような手段で住民に提示していますかご教示くださ

い（複数回答可） 

   a.HP に情報の掲載 

   b.住民へのチラシの配布 

  c.問い合わせがあれば、情報を提示します 

   d.その他【具体的にご記入お願いします】 

  （                                     ） 

 

F 限定許可について 

  (限定許可とは、一般廃棄物収集運搬許可業者に廃棄物の全品目ではなく、対象品目を限

定して、許可を出すことです。) 

 

問 21:貴市で一般廃棄物収集運搬許可業者に限定許可を出していますか。 

   a.はい 

    b.いいえ 

   c.その他【具体的にご記入お願いします】 

  （                                     ） 
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問 22：問 21 で「はい」と選択した方に質問します。限定許可の対象品目として該当するも

のを全てお選びください。それらを出された理由を教えれば、ありがたいです。 

   a.引っ越しに伴う一時多量排出ごみ（           ） 

  b.遺品整理などに伴う一時多量排出ごみ（           ） 

    c.流木  （           ） 

    d.木くず （           ） 

    e. 刈り草 （            ） 

    f.廃プラスチック  （           ） 

    g.その他【具体的にご記入お願いします】 

  （                                     ） 

 

問 23：問 21 で「はい」を選択した方のみご回答してください。限定許可業者の数をご教示

ください。 

  （       社） 

 

問 24：貴市の一般廃棄物収集運搬許可業者数をご教示ください。 

  （              社） 

 

質問は以上です。アンケートにお答えいただき、ありがとうございました。この結果は大

切に使用させていただきます。このアンケートに関してのご感想・ご意見等がございまし

たら、以下にご記入いただきますようお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アンケートへのご協力、大変ありがとうございました。 
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付録 3  追加アンケート調査票 

～ごみ清掃工場への搬入資格者の自治体判断に関する追加のご教示のお願い～ 

 

 滋賀県立大学 環境科学部 環境政策・計画学科 金谷研究室 4 回生の姜文しょう（きょう ぶん

しょう）と申します。私は現在、「ごみ清掃工場への搬入資格者の自治体判断の実施実態と改善策

の提案」というテーマで卒業研究を進めております。なお「搬入資格者の自治体判断」とは、ごみ排

出者本人や一般廃棄物収集運搬許可業者以外でも、例えば、ごみ排出者別居家族や、ごみ排出

者が同乗であれば運転手はだれでも、ごみ清掃工場への搬入資格者として認める、という措置の

ことです。高齢者のみの世帯の増加等を背景に、これらの措置を取る自治体がありますが、実態や

課題は明らかではありません。 

 今年 8月～9月のアンケート調査へのご協力ありがとうございました。335件という多くの自治体の

皆様のご回答を得ることができました。また、この度はこれらに関連しまして、追加アンケートをさせ

ていただきたくご連絡を差し上げております。追加アンケートでは、「ごみ清掃工場へ搬入に伴う課

題への対策方法」と「限定許可」についてご教示いただければ幸いです。 

そのため、ご多忙中のところ大変恐縮ではございますが、同じエクセルの別ワークシー

トの追加アンケート調査票へのご回答にご協力いただければありがたく存じます。 なお、

追加アンケート調査票へのご回答の際、同じエクセルの別ワークシートの回答例を参考に

していただければ幸いです。 

アンケートへのご回答は、ご教示可能な範囲で結構ですので、、2015年12月17日(木)まで

に姜 文しょう(ot12bkyou@ec.usp.ac.jp)にご返信いただければ幸いです。 

また、アンケートの内容が、担当しておられる内容でない場合、お手数ですが担当され

ておられる課へこのアンケート票をご転送していただければ幸いです。 

ご教示いただきました情報については、厳重に管理し、用済み後は確実に消去（及び廃

棄）いたしますのでご安心ください。  

どうぞよろしくお願い申し上げます。  

2015年11月26日 

滋賀県立大学 環境科学部 環境政策・計画学科  

金谷研究室 4回生 姜 文しょう(調査担当者)  

〒522-8533 滋賀県彦根市八坂町2500  

TEL：090-6059-9890 

E-Mail：ot12bkyou@ec.usp.ac.jp  

研究室 TEL：0749-28-8279  

FAX：0749-28-8349 

＜なお、以下は指導教員からのお願い文です。＞ 

 姜の指導教員の、滋賀県立大学環境科学部環境政策・計画学科 教授 金谷健と申しま
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す。このたびは、大変ご面倒なお願いをさせていただき、申し訳ございません。 

 差し支えのない範囲で結構ですので、ご教授いただければありがたく存じます。 

どうか、宜しくお願い致します。 

 なお、当研究室の研究内容等は、下記サイトをご参照頂ければ幸いに存じます。 

    金谷研究室 HP http://kanayaken.web.fc2.com/ 

 

■ご教示していただくにあたって 

13. 追加アンケート調査では、アンケート調査（2015月8月～9月）の質問内容と重複する

点がございます、お許しください。 

14. 追加アンケート調査の質問項目について、別添付で回答例がございますので参考にし

てください。 

15.  ご回答は、特に断りのない場合には当てはまる選択肢のセルに黄色をつけてください。 

16. 質問によっては「その他（ ）」と「検討中（ ）」という選択肢がありますが、この

選択肢をお選びになる場合には、（ ）内に具体的な内容についてご教示ください。  

17. なお、このアンケート票に関してご質問等がございましたら、上記の金谷研究室の姜

まで、TEL・FAX またはE-Mail にてご連絡いただきますようお願い致します。  

18. 関連する資料がございます場合、添付いただけると幸いです。 

 

 

 

 

 

ご教示いただきます貴方様の  

都道府県及び市名：              

部署名：                   

氏名：                    

TEL：                    

FAX：                    

E-Mail：                   

 

 

なお、アンケートにご協力いただいた市の方のうち、調査結果の送付を希望される市の方

には卒業論文完成後(2016年3月初旬)に、卒業論文の要旨を送付させていただきます。  

卒業論文要旨の返送を希望されますか。  

A．希望する（ 郵送 ・ メール添付 ：どちらかに○）  

B．希望しない 
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目次

Ⅰごみ清掃工場への搬入に伴う課題への対策方法について

Ⅱ限定許可について

Ⅰごみ清掃工場への搬入に伴う課題への対策方法について

設問Ｉについて

設問Ｉでは、ごみ清掃工場への搬入に伴う「課題」において、各自治体様でご回答いただいた「対策例」が

実施可能かどうかを目的としています。
以下問1～問3は、2015年8月から9月にかけて行った本アンケート調査において、各自治体様からご回答いた

だいた、ごみ清掃工場へ搬入に伴う「課題」と「対策例」です。これらにつきまして、
1. このような課題が貴市にあるかどうか,その課題はどの時期に確認されたか

2. 貴市では、このような対策例で問題を解決できるかどうか

3.その対策で問題を解決できる場合、貴市では実施可能であるかどうか

をご教示ください。

　以下の質問項目に【具体的な理由をご記入してください】とある選択肢は、さしつかえない範囲で、ご記入し
ていただけると幸いです。

問１：貴市では、以下のような課題はありますか、その課題はどの時期に確認されましたか。
（複数回答可）

課題
貴市では、そのような課題はあります
か。「はい」の場合、○をつけてくださ
い。

「はい」と選択した方のみご教示ください。そ
の課題はどの時期に確認されましたか。（複数
回答可）

1.      過去にそのような課題があった

2.      現在そのような課題がある

3.      これから先そのような課題が想定される

4. その他（　　　　　　　　）

1.      過去にそのような課題があった

2.      現在そのような課題がある

3.      これから先そのような課題が想定される

4. その他（　　　　　　　　）

1.      過去にそのような課題があった

2.      現在そのような課題がある

3.      これから先そのような課題が想定される

4. その他（　　　　　　　　）

1.      過去にそのような課題があった

2.      現在そのような課題がある

3.      これから先そのような課題が想定される

4. その他（　　　　　　　　）

1.      過去にそのような課題があった

2.      現在そのような課題がある

3.      これから先そのような課題が想定される

4. その他（　　　　　　　　）

1.      過去にそのような課題があった

2.      現在そのような課題がある

3.      これから先そのような課題が想定される

4. その他（　　　　　　　　）

1.      過去にそのような課題があった

2.      現在そのような課題がある

3.      これから先そのような課題が想定される

1.      過去にそのような課題があった

2.      現在そのような課題がある

3.      これから先そのような課題が想定される

4. その他（　　　　　　　　）

1.      過去にそのような課題があった

2.      現在そのような課題がある

3.      これから先そのような課題が想定される

4. その他（　　　　　　　　）

他市のごみが搬入されている

家庭系一般廃棄物の中に事業系一般廃棄物が混入していること

無許可事業者の搬入

家庭系廃棄物と偽った事業系廃棄物の搬入

不適物（市の搬入基準を満たしていないもの）の搬入がある（再生可能な紙ごみ等）

きちんと分別がされておらず、再利用可能な資源がごみの中に含まれている。

処理できないごみも持ち込まれる

虚偽の申告（業者が個人名を騙る等）であろうと思われる搬入が少なからずある。

産業廃棄物が搬入されている



23 

 

 

  

問２：問１で「はい」と選択した課題についてのみ、ご教示ください。貴市において、上記のような課題に
対し、以下のような対策で問題を解決できるかどうか。「はい」の場合、黄色をつけてください。「いい
え」の場合、緑色をつけてください。「その他」は、赤色をつけてください。さしつかえない範囲で、理由
などご記入していただけると幸いです。

1.      はい【具体的な理由をご記入してください】

2.      いいえ【具体的な理由をご記入してください】

3.      その他（　　　　　　　　　　　）

定期的にごみの展開
検査の実施

搬入者の身分証明書
の提示

排出場所の確認（事後調
査・追跡調査）

搬入事前手続きの導
入

ごみ展開検査機の導
入。

受け入れ許可品目の明
確化及び規制の強化

家庭系ごみへの処理
手数料の導入

処理手数料の値上
げ

 １日あたりの搬入量
に制限を設けている

指定袋の使用
市のホームページや、
ごみの分別の手引きを
発行し広報している

理由（　　　　　）
理由（　　　　　）

理由（　　　　　）
理由（　　　　　）

理由（　　　　　）
理由（　　　　　）

理由（　　　　　）
理由（　　　　　）理由（　　　　　）

理由（　　　　　）
理由（　　　　　）

理由（　　　　　）
理由（　　　　　）

理由（　　　　　）
理由（　　　　　）

理由（　　　　　）
理由（　　　　　）

理由（　　　　　）
理由（　　　　　）理由（　　　　　）

理由（　　　　　）
理由（　　　　　）

理由（　　　　　）
理由（　　　　　）

理由（　　　　　）
理由（　　　　　）

理由（　　　　　）
理由（　　　　　）

理由（　　　　　）
理由（　　　　　）理由（　　　　　）

理由（　　　　　）
理由（　　　　　）

理由（　　　　　）
理由（　　　　　）

理由（　　　　　）
理由（　　　　　）

理由（　　　　　）
理由（　　　　　）

理由（　　　　　）
理由（　　　　　）理由（　　　　　）

理由（　　　　　）
理由（　　　　　）

理由（　　　　　）
理由（　　　　　）

理由（　　　　　）
理由（　　　　　）

理由（　　　　　）
理由（　　　　　）

理由（　　　　　）
理由（　　　　　）理由（　　　　　）

理由（　　　　　）
理由（　　　　　）

理由（　　　　　）
理由（　　　　　）

理由（　　　　　）
理由（　　　　　）

理由（　　　　　）
理由（　　　　　）

理由（　　　　　）
理由（　　　　　）理由（　　　　　）

理由（　　　　　）
理由（　　　　　）

理由（　　　　　）
理由（　　　　　）

理由（　　　　　）
理由（　　　　　）

理由（　　　　　）
理由（　　　　　）

理由（　　　　　）
理由（　　　　　）理由（　　　　　）

理由（　　　　　）
理由（　　　　　）

理由（　　　　　）
理由（　　　　　）

理由（　　　　　）
理由（　　　　　）

理由（　　　　　）
理由（　　　　　）

理由（　　　　　）
理由（　　　　　）理由（　　　　　）

理由（　　　　　）
理由（　　　　　）

理由（　　　　　）
理由（　　　　　）

理由（　　　　　）
理由（　　　　　）

理由（　　　　　）
理由（　　　　　）

理由（　　　　　）
理由（　　　　　）理由（　　　　　）

理由（　　　　　）
理由（　　　　　）

家庭系一般廃棄物の中に事業系一般廃棄物が混入していること

無許可事業者の搬入

家庭系廃棄物と偽った事業系廃棄物の搬入

不適物（市の搬入基準を満たしていないもの）の搬入がある（再生可能な紙ごみ等）。

処理できないごみも持ち込まれる

虚偽の申告（業者が個人名を騙る等）であろうと思われる搬入が少なからずある。

産業廃棄物が搬入されている

他市のごみが搬入されている

きちんと分別がされておらず、再利用可能な資源がごみの中に含まれている。

課題

対策例
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問３：問１で「はい」と選択した方のみご教示ください。貴市において、これら
のような対策例は実施可能ですか。
a.    すぐに実施可能

b.    準備期間があれば実施可能【具体的な理由をご記入してください】

(準備期間が必要な理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

c.     実施は困難【具体的な理由をご記入してください】

(困難な理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

d.    すでに実施済みであり、改善・解決がみられた

e.     すでに実施済みであるが、改善・解決はみられていない

f.     その他

(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

定期的にごみの展
開検査の実施

搬入者の身分証明
書の提示

排出場所の確認（事後
調査・追跡調査）

搬入事前手続き
の導入

ごみ展開検査機の
導入。

受け入れ許可品目
の明確化及び規制
の強化

家庭系ごみの処理
手数料の導入

処理手数料の値
上げ

 １日あたりの搬入
量に制限を設けて
いる

指定袋の使用

市のホームページ
や、ごみの分別の
手引きを発行し広
報している

理由（　　　　　）理由（　　　　　）理由（　　　　　）
理由（　　　　　）理由（　　　　　）理由（　　　　　）

理由（　　　　　）理由（　　　　　）理由（　　　　　）理由（　　　　　）理由（　　　　　）

理由（　　　　　）理由（　　　　　）理由（　　　　　）
理由（　　　　　）理由（　　　　　）理由（　　　　　）

理由（　　　　　）理由（　　　　　）理由（　　　　　）理由（　　　　　）理由（　　　　　）

理由（　　　　　）理由（　　　　　）理由（　　　　　）
理由（　　　　　）理由（　　　　　）理由（　　　　　）

理由（　　　　　）理由（　　　　　）理由（　　　　　）理由（　　　　　）理由（　　　　　）

理由（　　　　　）理由（　　　　　）理由（　　　　　）
理由（　　　　　）理由（　　　　　）理由（　　　　　）

理由（　　　　　）理由（　　　　　）理由（　　　　　）理由（　　　　　）理由（　　　　　）

理由（　　　　　）理由（　　　　　）理由（　　　　　）
理由（　　　　　）理由（　　　　　）理由（　　　　　）

理由（　　　　　）理由（　　　　　）理由（　　　　　）理由（　　　　　）理由（　　　　　）

理由（　　　　　）理由（　　　　　）理由（　　　　　）
理由（　　　　　）理由（　　　　　）理由（　　　　　）

理由（　　　　　）理由（　　　　　）理由（　　　　　）理由（　　　　　）理由（　　　　　）

理由（　　　　　）理由（　　　　　）理由（　　　　　）
理由（　　　　　）理由（　　　　　）理由（　　　　　）

理由（　　　　　）理由（　　　　　）理由（　　　　　）理由（　　　　　）理由（　　　　　）

理由（　　　　　）理由（　　　　　）理由（　　　　　）
理由（　　　　　）理由（　　　　　）理由（　　　　　）

理由（　　　　　）理由（　　　　　）理由（　　　　　）理由（　　　　　）理由（　　　　　）

理由（　　　　　）理由（　　　　　）理由（　　　　　）
理由（　　　　　）理由（　　　　　）理由（　　　　　）

理由（　　　　　）理由（　　　　　）理由（　　　　　）理由（　　　　　）理由（　　　　　）
産業廃棄物が搬入されている

他市のごみが搬入されている

家庭系一般廃棄物の中に事業系一般廃棄物が混入していること

無許可事業者の搬入

家庭系廃棄物と偽った事業系廃棄物の搬入

不適物（市の搬入基準を満たしていないもの）の搬入がある（再生可能な紙ごみ等）。

きちんと分別がされておらず、再利用可能な資源がごみの中に含まれている。

処理できないごみも持ち込まれる

虚偽の申告（業者が個人名を騙る等）であろうと思われる搬入が少なからずある。

課題

対策例
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Ⅱ限定許可について
  (限定許可とは、一般廃棄物収集運搬許可業者に廃棄物の全品目ではなく、対象品目を限定し

て、許可を出すことです。し尿及び浄化槽汚泥のみの限定許可は除いてください)
＊平成27年11月20日現在の情報

問４：貴市で一般廃棄物収集運搬許可業者に限定許可を出していますか。

　a.はい

    b.いいえ

　 c.検討中【検討内容について具体的にご記入お願いします】

　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

問５：問４で「はい」と選択した方に質問します。限定許可の対象品目の組み合わせについ
て具体的にご記入ください。それらを出された時期と理由などを教えれば、ありがたいです。

 a.引っ越しに伴う一時多量排出ごみ

b.遺品整理などに伴う一時多量排出ごみ

c.流木

d.木くず

e. 刈り草

f.廃プラスチック

g.食品残渣

h.実験動物死体及びその汚物

i.特定家電品

ｊ.建築物の解体に伴う残置物

k.生ごみ

l.魚腸骨

m.その他

組み合わせ 業者数 許可を出した時期 許可理由

問６：問４で「はい」を選択した方のみご回答してください。限定許可業者の数をご教示ください。

　　（　　　　　　　　社）

問７：貴市の一般廃棄物収集運搬許可業者数をご教示ください。　　（限定許可業者を含む）

　　（　　　　　　　　　　社）

質問は以上です。アンケートにお答えいただき、ありがとうございました。この結果は大切に使
用させていただきます。このアンケートに関してのご感想・ご意見等がございましたら、以下に
ご記入いただきますようお願い申し上げます。

アンケートへのご協力、大変ありがとうございました


