
指宿市災害廃棄物処理計画（案）に係る意見公募手続き 

（パブリック・コメント）の実施結果 

 

 

１．実施概要 

・募集期間：令和３年２月 15日（月）～ 令和３年３月 17日（水） 

・公表場所：(1)指宿市ホームページ 

(2)指宿庁舎 環境政策課 生活衛生係 

(3)山川庁舎 地域振興課 総務係 

(4)開聞庁舎 地域振興課 総務係    計 ４ 箇所 

 

 

２．実施状況 

  ・意見の提出者：１名 

   ・意 見 件 数：27件 

 

 

３．項目ごとの意見数 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．意見に対する対応区分 

 

 

 

 

 

 

   

項  目 意見数 

表紙・目次等 ４件  

第１章 災害廃棄物処理計画の概要  ９件  

第２章 組織体制・指揮命令系統 ３件  

第３章 情報収集・連絡・広報 ２件  

第４章 協力・支援体制 ４件  

第５章 施設現況・災害廃棄物処理等 ５件  

合  計 27件  

区 分 対応内容 件数 

Ａ 反映（または一部反映）するもの 16件  

Ｂ 事業実施の際に参考とするもの １件  

Ｃ 反映することが困難なもの １件  

Ｄ 既に記載済みまたは対応済みのもの ７件  

Ｅ その他 ２件  

合  計 27件  



Ａ：反映（または一部反映）するもの Ｂ：事業実施の際に参考とするもの 

Ｃ：反映することが困難なもの Ｄ：既に記載済みまたは対応済みのもの Ｅ：その他 

番号 
該当 

箇所 
意見の概要 市の考え方 

対応

区分 

１ 表紙・目次等 年月の下に，「指宿市」を入れたら

どうか。 

ご意見のとおり変更させていた

だきます。 

Ａ 

２ 表紙・目次等 新規に，「はじめに」を，表紙と目

次の間に入れたらどうか。 

ご意見を参考に，Ｐ.1(1)へ追記

を行いました。 

Ａ 

３ 表紙・目次等 第１章から第４章までは，次のと

おりとしたらどうか。 

第１部 総則 

 １ 災害廃棄物処理計画の概要 

  （１）計画の目的 

  （２）計画の位置づけ 

（３）想定される災害及び災

害廃棄物 

（４）地域特性 

 ２ 基本方針 

 ３ 組織体制 

  （１）組織体制 

（２）関係機関との連絡調整 

 ４ 処理スケジュール 

 ５ 市民等への啓発・広報 

 ６ 協力・支援体制 

  （１）他市町村，県及び国の協

力・支援 

（２）民間事業者団体等及びボ

ランティアとの連携 

第２部 災害廃棄物の処理 

（以下，略） 

ご意見を参考に，目次の一部を

変更させていただきます。 

またその他については，今後項

目に追加があった際に，参考に

させていただきます。 

Ａ 

（一部） 

４ 表紙・目次等 目次の文字は赤色は止め，赤色は

黒色のゴシック，黒色のゴシック

は黒色の明朝体とするなどしたら

どうか。 

ご意見のとおり変更させていた

だきます。 

Ａ 

５ Ｐ.１ 

第１節 

（２） 

（２）の文中に，「鹿児島県災害廃

棄物処理計画」も加えたらどうか。 

 

P.2フロー図に記載があるため，

ここでのあらためての記載は，

行わないこととします。 

Ｄ 

 



Ａ：反映（または一部反映）するもの Ｂ：事業実施の際に参考とするもの 

Ｃ：反映することが困難なもの Ｄ：既に記載済みまたは対応済みのもの Ｅ：その他 

番号 
該当 

箇所 
意見の概要 市の考え方 

対応

区分 

６ Ｐ.２ 

フロー図 

「体系フロー図」は，次を参考に，

書き換えたらどうか。 

タイトルもＰ１の標題にある「計

画の位置づけ」としたらどうか。 

環境省の策定した災害廃棄物対

策指針にのっとり作成している

フロー図であることから，変更

は行わないこととします。 

Ｄ 

７ Ｐ.４ 

表１‐３ 

表のタイトルは、「想定する災害廃

棄物の種類」としたらどうか。 

ご意見のとおり変更させていた

だきます。 

Ａ 

８ Ｐ.５ 

（２） 

「１対処指針」は，意見３の「目

次」で述べたように，独立した項

目としたらどうか。タイトルも「基

本方針」としたらどうか。 

ご意見のとおり変更させていた

だきます。 

Ａ 

９ Ｐ.５ 

（２） 

「２処理期間」は，次を参考に，も

う少し具体的に書いたらどうか。

また，タイトルも「処理スケジュ

ール」としたらどうか。 

P.29(意見反映後の計画では

P.11)に記載があるため，あらた

めての記載は行わないこととし

ます。 

Ｄ 

10 Ｐ.５ 

（２） 

「３処理主体」の記述内容は，「指

宿市が処理する」，「場合によって

は，県，広域組合に委託して処理

する」といったトーンで，主体を

明確に記述した方が良くはない

か。 

ご意見を参考に，一部変更させ

ていただきます。 

Ａ 

（一部） 

11 Ｐ.５ 

第２節 

（２） 

また，これの記述の位置であるが，

直ぐ上の「１」の次辺りが流れと

して良くないか。 

ご意見のとおり変更させていた

だきます。 

Ａ 

12 Ｐ.６ 

（３） 

この「（３）地域特性・・・」は，

Ｐ４の直後に移動したらどうか。 

基本方針を示した後に，地域特

性といった，細かい項目を示す

順番としたいため変更は行わな

いこととします。 

Ｃ 

13 Ｐ.６ 

（３） 

また，最後の３行は，これまでに

検討していないのか，今後，検討

するのか，今後も検討しないのか，

どうするのか曖昧です。 

ご意見のとおり変更させていた

だきます。 

Ａ 

14 Ｐ.７ 

第１節 

「第１節・・・」には，「地域防災

計画」の関係部分の抜粋でも記述

しておいた方が良くはないか。 

今後，計画見直し等の際に参考

にさせていただきます。 

Ｅ 

 

 

 



Ａ：反映（または一部反映）するもの Ｂ：事業実施の際に参考とするもの 

Ｃ：反映することが困難なもの Ｄ：既に記載済みまたは対応済みのもの Ｅ：その他 

番号 
該当 

箇所 
意見の概要 市の考え方 

対応

区分 

15 Ｐ.７ 

第２節 

「第２節・・・」では，４行目以降

の記述はここで必要ですか。むし

ろ，意見３で述べましたが，４行

目以降とＰ９，Ｐ10の表は，Ｐ29

の表と統合するなど工夫した方が

良くないですか。 

ご意見のとおり変更させていた

だきます。 

P29 の表５‐11 を P10 表２‐２

の後へ移動，P７の４行目以降を

第３節「発災後の業務概要」をし

て新規で作成します。 

Ａ 

16 Ｐ.９ 

 

避難所及びそこで発生するごみ・

し尿については，Ｐ９の表２‐１

などで若干，触れられているが，

発生量など具体的な言及はなくて

良いか。 

ご意見のとおり変更させていた

だきます。 

Ａ 

17 Ｐ.16 

第２節 

タイトルに「住民等」とあること

から，本文においても「住民等」と

した方が良くないか。 

ご意見のとおり変更させていた

だきます。 

Ａ 

18 Ｐ.16 

表３‐３ 

表３‐３の左の「青帯矢印」は，必

要ないと思います。 

ご意見のとおり変更させていた

だきます。 

Ａ 

19 Ｐ.17 

表４‐１ 

表４‐１で重要な部分は「協定の

概要」であるが，極めて見にくい。

「締結元・締結日・協定名称・締結

先」は現状の横並びとし，その下

の行（枠）に「協定概要」を「・（ポ

ツ）」ごとに箇条書きした方が見や

すく，内容を把握し易くないか。 

今後，計画見直し等の際に参考

にさせていただきます。 

Ｄ 

20 Ｐ.19 

表４‐２ 

表４‐２は次のとおり区分できる

と思います。 

・現行（案）のとおり，締結日の時 

系列順とする。 

・先ず「市」を，次に「県」（逆で 

も良い）の順とする。 

・協定の内容に応じて，例えば生 

活物資の供給といった優先順位 

の高い協定の順にする。 

今後，計画見直し等の際に参考

にさせていただきます。 

Ｄ 

21 Ｐ.22 

第３節 

指宿市社会福祉協議会とは「協定」

などは締結していますか。 

締結はしておりません。 Ｅ 

22 Ｐ.22 

第３節 

表４‐３ 

災害ボランティアセンターはどこ

に設置する予定なのか，市役所職

員のセンター配置はどのように考

えているのか，現時点である程度

現時点では検討中の為，今後計

画見直し等の際に参考にさせて

いただきます。 

Ｂ 



Ａ：反映（または一部反映）するもの Ｂ：事業実施の際に参考とするもの 

Ｃ：反映することが困難なもの Ｄ：既に記載済みまたは対応済みのもの Ｅ：その他 

番号 
該当 

箇所 
意見の概要 市の考え方 

対応

区分 

の指宿市の主体性のある内容とし

ておくべきではないか。 

また，「表４‐３」の内容について

も，「望ましい」，「必要である」と

いった国の指針のコピーではなく

指宿市としてどうする予定である

のかを示した表に置き換えた方が

良くないか。 

23 Ｐ.23 

第５章 

「第５章・・・」からは，意見３に

従って，「第２部 災害廃棄物の処

理」としたらどうか。 

今後，項目が追加された際等に

参考にさせていただきます。 

Ｄ 

24 Ｐ.23 

第１節 

第１節では，災害廃棄物の流れか

らすれば，先ず，Ｐ32の「仮置場」

について記述した方が良くない

か。 

発災時には処理施設へ持ってい

くことを前提に，災害状況にて，

仮置場の必要かどうかは判断す

るため，変更は行わないことと

します。 

Ｄ 

25 Ｐ.23 

表５‐１ 

表５‐１の「・・・稼働状況」は，

「処理能力等」にしたらどうか。 

クリーンセンターについては，Ｐ

27表５‐７にあるとおり,「稼働日

数」も記述しておいた方が，能力

を理解しやすいと思います。 

ご意見のとおり変更させていた

だきます。 

Ａ 

（一部） 

26 Ｐ.23 

第１節 

「し尿処理施設」は加えなくて良

いか。あるいは，し尿処理につい

て何らかの計画を決めておく必要

はないか。 

ご意見のとおり変更させていた

だきます。 

Ａ 

（一部） 

27 Ｐ.24 

図５‐１ 

位置図に，「仮置場」及び「し尿施

設」を追加したらどうか。 

ご意見のとおり変更させていた

だきます。 

Ａ 

（一部） 

 


