
実施期間 2011年３月1日（火）～2011年３月１５日（火）

※期限過ぎに提出されたものも集計しています。

テーマ 資源とごみについて

アンケート対象 2010年度町田市市政モニター

対象者数

回答者数

回収率

回答者の属性

(１)性別

回答数

(２)年代

(3)回答方法

８０歳代以上

６０歳代

175 -合計

電子メール 41 23.4%

郵送

性別

％

6.9%

14.9%

21.7%

％

134 76.6%

回答数

23５０歳代

３０歳代

７０歳代

-175

13.1%

合計

17.7%

36

４０歳代

２０歳代 9

31

合計 175 -

年代

12

26

38

回答数

20.6%

5.1%

男性

女性

％

50.3%

49.7%

88

87

196名

175名

89.3%

性別

男性
50.3%

女性
49.7%

80歳代以
上

6.9%
20歳代
5.1% 30歳代

20.6%

40歳代
17.7%50歳代

13.1%

60歳代
21.7%

70歳代
14.9%

郵送
76.6%

電子メー
ル

23.4%

2010年度町田市市政モニター　第3回アンケート集計結果
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「資源とごみ」について ……ごみ減量課コメント

　町田市では、毎年お配りしていた「資源とごみの収集日程表」を2010年９月に

「資源とごみの収集カレンダー」（2010年10月～2011年9月版）に改正しました。

　以下の設問では、「資源とごみの収集カレンダー」が市民の皆様にとってより

　使いやすくなり、またごみの出し方をご理解いただくためにモニターの皆さんに

　ご意見を伺います。

※回答が択一または１つのみ選択の場合は「構成比」を、複数選択の場合は「回答比」を表示します。

あなたのご家庭のごみ出しは、主にどなたが行っていますか。

ごみ出しは、子どもがお手伝い等で行っているかと思っていました。

お子さんがいる家庭が、何世帯あるかわかりませんが、ほとんどの世帯で

子どものごみ出しがないことが意外でした。

子ども（高校生以上）

子ども（中学生以下）

父

母

38.3%

86本人

配偶者

0 0%

Ｑ1

回答内容

67

回答者数

1 0.6%

構成比

49.1%

4 2.3%

12 6.9%

3 1.7%

1.1%

その他

無回答 2

無回答
1.1%

その他
1.7%

子ども（高校生
以上）
0.6%父

2.3%

母
6.9%

配偶者
38.3%

本人
49.1%

…

…
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あなたは「資源とごみの収集カレンダー」があることを、知っていましたか。

あなたのご家庭には「資源とごみの収集カレンダー」は、配布されましたか。

配布精度を高めていくように、検討を続けていきます。

あなたは、「資源とごみの収集カレンダー」を、使っていますか。

Ｑ2

回答内容 回答者数 構成比

知っていた 160 91.4%

知らなかった 14 8.0%

14 8.0%

Ｑ3

回答内容 回答者数 構成比

無回答 1 0.6%

無回答 0 0.0%

配布された 161 92.0%

配布されなかった

Ｑ4

回答内容 回答者数 構成比

使っている 148 84.6%

使っていない 21 12.0%

無回答 6 3.4%

知っていた
91.4%

知らなかった
8.0%

無回答
0.6%

配布された
92.0%

配布されな
かった
8.0%

…

使っている
84.6%

使っていな
い

12.0%

無回答
3.4%
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Q４で、「使っている」と答えた方にお尋ねします。

あなたは「資源とごみの収集カレンダー」をどのように使っていますか。

下記の中から、あなたの使い方に も近いものを１つだけお選びください。

「その他」のご意見（抜粋）

・台所の壁に貼っている。

・常に開ける引き出しに入れ、必要な時に見る。

・台所のカレンダーの下にぶら下げている。

・机の上に置いてる。

冷蔵庫などに貼りだして使用している人が、もう少し多いと思っていましたが、

必要なときに取り出して使用している方が、意外に多いと感じました。

回答者数回答内容 構成比

冷蔵庫などに貼って使用している 80 54.1%

13.5%

書類等と一緒に保管し、必要な時に取り出し使用している 36 24.3%

6.8%

1.4%2無回答

その他 10

Ｑ5

玄関先や勝手口に貼って使用している 20

冷蔵庫などに
貼って使用して

いる
54.1%書類等と一緒に

保管し、必要な
時に取り出し使

用している
24.3%

玄関先や勝手口
に貼って使用し

ている
13.5%

その他
6.8%

無回答
1.4%

…
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Q４で、「使っている」と答えた方にお尋ねします。

「資源とごみの収集カレンダー」を主に使っているのは、どなたですか。

（１つだけお選びください）

Q４で、「使っている」と答えた方にお尋ねします。

「資源とごみの収集カレンダー」は、使いやすいですか。（１つだけお選びください）

Ｑ7

使いづらい 4 2.7%

どちらともいえない 18 12.2%

回答内容 回答者数 構成比

使いやすい 124 83.8%

無回答 2 1.4%

Ｑ6

本人 77 52.0%

回答内容 回答者数 構成比

0 0%

配偶者 55 37.2%

父 0 0%

母 10 6.8%

子ども（高校生以上） 1 0.7%

子ども（中学生以下）

その他 2 1.4%

無回答 3 2.0%

本人
52.0%

配偶者
37.2%

母
6.8%

子ども（高校
生以上）

0.7%

その他
1.4%

無回答
2.0%

使いやすい
83.8%

どちらともい
えない
12.2%

使いづらい
2.7%

無回答
1.4%
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Q４で、「使っている」と答えた方にお尋ねします。

「資源とごみの収集カレンダー」の、イラストや文字などは見やすいですか。

（１つだけお選びください）

今回、冊子が大幅な変更となったため、見やすくわかりやすい案内ができるように、

検討を進めてきましたが、多くの方に使いやすい、見やすいと感じていただけて

良かったです。今後、さらに見やすいものを作成していくため、検討をしていき

たいと思います。

「資源とごみの収集カレンダー」では、収集日程を伝えるほかに、14ページ以降で

　簡易的なごみの出し方を案内しています。ごみの出し方のページについて教えて

　ください。

Q４で、「使っている」と答えた方にお尋ねします。

ごみの出し方のページ（14ページ以降）は活用していますか。

（１つだけお選びください）

ごみの出し方のページ

（14ページ以降）について、

どの程度の利用があるか、

不明でしたが、多くの方が

「活用している」と回答し

ていました。

活用していない 13 8.8%

無回答 2 1.4%

よく活用している 50 33.8%

たまに活用している 83 56.1%

無回答 4 2.7%

回答内容 回答者数 構成比

見やすい　 125 84.5%

見づらい 6 4.1%

どちらともいえない 13 8.8%

Ｑ8

回答内容 回答者数 構成比

Ｑ9

見やすい
84.5%

どちらともい
えない
8.8%

見づらい
4.1%

無回答
2.7%

…

たまに活用して
いる

56.1%

よく活用してい
る

33.8%

活用していない
8.8%

無回答
1.4%

…
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Q４で、「使っている」と答えた方にお尋ねします。

ごみの出し方のページ（14ページ以降）に、必要な情報は載っていますか。

（１つだけお選びください）

Q４で、「使っている」と答えた方にお尋ねします。

ごみの出し方のページ（１４ページ以降）は、今後も必要だと思いますか。

毎年は、必要がないのかもしれないと思っていましたが、

予想に反して多くの方が必要性を感じていました。

いらない 6 4.1%

無回答 9 6.1%

回答内容 回答者数 構成比

必要 133 89.9%

無回答 8 5.4%

Ｑ11

載っている 118 79.7%

載っていない 5 3.4%

もう少し詳しく載せて欲しい 17 11.5%

Ｑ10

回答内容 回答者数 構成比

載っている
79.7%

もう少し詳しく載
せて欲しい

11.5%

載っていない
3.4%

無回答
5.4%

必要
89.9%

いらない
4.1%

無回答
6.1%

…
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Q４で、「使っていない」と答えた方にお尋ねします。

「資源とごみの収集カレンダー」を使っていない理由を教えてください。

※「使っていない」と答えた方（21名、全体の12.0％）の使っていない理由

・自分でごみを出していないから。

・インターネットのホームページから1枚で1月～12月までのカレンダーになっている

　「収集カレンダー」を使っているから。毎年9月にプリントしています。とても便利

　です。

・燃えるごみと燃えないごみ、ビン・缶くらいしか出すものがない。

・覚えているから。

・自分が使用するのでは無く、妻が使用している。

・目が不自由の為、テープ内容を記憶し記憶できない部分は電話で伺っております。

・二世帯住宅なので、１Fの姑さんが使っているため、２Fの子世帯は使えませんでした。

・妻は使っている。私は直接、家事を行っていないため。

・２年半前位に転居してきたが、カレンダーは配布されてないように思います。あれば

　いいなあといつも思っております。

・覚えている為。

・マンションの個別カレンダーがあるため。

・ 初はとても分かり易く便利だと思って見ていたのですが、今迄も決められた様に

　ご近所でゴミ出しをしていたのですが、いつのまにか見ずに出すようになっていた。

・町田市に転居して来て、カレンダーを見てないので使っていません。

・カレンダーがあるのを知らなかったので使用していない。

・平成９年の古い物を使用しております。

・マンションにゴミ置き場があり、違う曜日にも出せる状況だから。マンションのゴミ

　置き場にも、ゴミの収集日が書いてあるので、そこで確認できるから。

・配布されなかったので使っていません。

・存在を知らなかった

・紛失した。が、必要なときは、マンション管理組合のカレンダー及びホームページで

　確認している。

・始めは読んでいたが、ページ数が割りと多いため、読み返す気が起こらなかった。

・ごみ出しを主体でおこなってないので

Ｑ12
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全ての方にお尋ねします。

今後、より良いものにするために、「資源とごみの収集カレンダー」の

気に入っている点や改善が必要な点、載っていて役立った情報、今後

載せて欲しい情報等があれば、ご意見をお願いいたします。

・日付によって、絵でぱっと何のごみの日かわかるので、とても助かっている。

　遠くからでも見やすい。

・カレンダーに書き込んであるため、一目見ただけでよくわかるので、とても使いやすい

　です。子どもが工作できるように、例えば牛乳パックを使った工作レシピみたいのが

　あったら楽しいかもしれないです。

・マンガのエコバックと清掃の方との毎月のQ＆Aみたいな豆知識的なのが楽しみです。

・カラフルでとてもわかりやすいと思います。

・とてもわかりやすくて便利だと思います。特に「燃やせるごみ」と「燃やせないごみ」

　の分別が判断しにくいとき、名称ごとにさがせるので役立っています。

・先日、テレビで東京湾のごみ処分場があと○○年だかで満杯になってしまうという

　番組を見て、改めて問題の深刻さを感じました。そういったデータを掲載して、市民

　の意識を啓発するページがあっても良いと思います。

・私は、大きなカレンダーは場所もとるし、毎年使っているのがあるので、今年頂いた

　カレンダーは使えませんでした。ホームページからプリントできる「ごみの収集カレ

　ンダー」は冷蔵庫にも貼れてとても便利です。

・イラストでカラーで見やすく、私は使いやすいと思う。ページ数が多いのが少し…。

　以前に配布(引っ越してきたときにもらったかも)された少し厚紙の一枚のものも見やす

　く便利。

・カラーでとても見やすいと思う。

・よく出来ていると思うが、メモや予定を書くスペースがなくて、ただごみの予定だけ

　載せているだけでは、捨てる方が多いのではないかと思う。

・カレンダーになったことで、隔週の収集のごみの出し忘れが少なくなり、一目でわか

　るのでとても使いやすくなりました。私はこの形式で満足しています。

・カレンダーに余白があり、予定などを書き込むことができれば、見えるところに常時

　貼って使うことが可能になり、便利です。

・絵があるので、子どもも興味を持てる。「今日、カン出せるよ～」等。

・ごみカレンダーの文字をもう少し大きくすると見やすくなるのではないでしょうか？

・カレンダー式になっているので、非常に見やすく重宝しています。曜日ごとにごみの

　イラストがあり、子どもでも分かる点が気に入っています。化粧水や香水など流して

　捨ててよいのか、いつも迷います。こういった液体の捨て方を記載していただきたい

　です。

・もっと小さい卓上カレンダーみたく、小さいカレンダーにしてほしいです。

Ｑ13
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・以前と比べると、さらに見易く使い易くなったと思います。ゴミの出し方に関する

　イラストが増え、収集し易くなりました。粗大ゴミ処理券がどこのお店にあるのか

　など、手に入れやすい場所の情報が入っていりとより便利になるのではと思います。

・不燃ごみに出せる内容を更に詳しく、索引欄を充実させてほしい。(粗大ごみの

　出し方も合わせて)

・毎月のカレンダーになっているので直ぐ今日は何の日かが解って使い易い。

　この形を変えないで欲しい。

・カレンダー形式とごみのイラストが書かれているので見やすくなった。

・もう少し大きくした方が良いと思います。

・ごみの収集日が一目で分かり、非常に使いやすい。特に月に一度の有害ごみの収集

　日が分かりやすくてよい。

・どうすればゴミが減らせるのかアイデア等を載せる。　ゴミの回収もプラゴミ等は、

　無料で回収する等して欲しい。

・カレンダー式で絵が載っているので、分かりやすくなったと思います。

・前回配布の物に比べ、格段に使い易く見易くないりました。　今後も続けて

　欲しいです。

・カレンダーは多分目が見える方には使い易いと思いますが、目の不自由な方には

　２週間おきの燃えないゴミ、電池、蛍光灯の出す日が記憶しづらいです。

・ゴミの出し方が写真で載っていて解り易くてよい。

・カレンダーになっているので、一目見てとても解り易い。わざわざカレンダーに

　記載する必要が無く、便利になった。

・イラストが多くその日ゴミの収集が解り易い。「リサイクル広場町田」について

・私は家庭でどちらか迷いそうに思われるものをリストアップして冷蔵庫に貼って

　います。詳細までは載っていないときは問い合わせもしました。簡易版と２つ

　あればよいですね。

・絵がわかり易い。雑紙の情報は必要だと思う。

・カラーになっていてとても良いと思います。

・１年分の冊子だと使いづらいので１ヶ月単位で新聞の折込などに入れて配布して

　欲しい。

・ペットボトルと燃やせないゴミ「今日どっだったかなあ」と迷ってしまう時、カレンダー

　で直ぐに分かるところがいいです。まだ利用したことはありまんせんが、粗大ゴミを

　出す手順が書いてあるので、出すときに困らなくて助かります。もし可能であれば、

　処理券を取り扱っている店舗が掲載されると更にいいな。

・ペットボトル、不燃物が隔週回収になってから「今週はどっちかなあー」と迷わずに

　済みます。リサイクル広場町田の存在は初めてしりました。我が家は集合住宅なので

　燃やすゴミもゴミ置き場に置くのですが、マナーを守らない人もいてゴミ置き場の

　清掃も大変です。ゴミ出しのマナー等をもう少し啓蒙するようなページを作って

　頂けると良いと思います。
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・イラストやカラー印刷がわかりやすい。

・カレンダー式になりとても見やすくなりました。

・イラストが分かりやすくて良いと思う。ただ、収集の時間が大まかでもいいから

　分かるともっと良い。

・以前の分別方法が品物別に５０音別に調べることができたので冊子は役にたった。

　プラスチックの可燃不燃の分別基準をもう少し分かり易く伝える工夫をして欲しい。

・イラストや写真等を上手に使いとても分かり易く、工夫して作成されていると思い

　ます。

・十分な内容と思います。

・カレンダー式になって、とてもわかりやすくなりました。絵も書かれているので、

　一目で今日は何のごみの日かがわかるし、いつも出してない人が代わりに出すことに

　なっても、何のごみの日かがわかってとてもよいです。リサイクルごみの出し方、

　分別が別の冊子だったと思うのですが、一緒にしていただけると、なおいいと思います。

　すぐ、どこかに置いて忘れてしまうため。

・カレンダーになっていること、文字だけでなくイラストになっているので一目で

　分かり易い。

・普通のカレンダーとしても使用できるので便利。「ゴミの出し方」は、分かり

　易くて良いと思います。

・カレンダーになっているので「例外日」もわかりやすい。(年末年始、GWなど)

・不燃ゴミが隔週なので、いつ回収日なのかはっきりせずまわりの家のゴミ出しの様子を

　見ながら出しているので不便です。

・白色トレーでなく、マイタケ等の入っている黒色トレー弁当等のプラスチックや

　柄の着いているトレー等は回収できないのか、詳しく知りたい。豆腐等のパックも

　リサイクル可能かどうかスーパーに持って行くのか分からない。

・大変便利なカレンダーが出来たと喜んでいます。とてもいいアイデアだと思います。

　ただ、古着と古紙の提出日が違っているのが残念です。

・家の庭の土やブロックの処分方法も載せてほしい。(知らない人が多い)　中古衣類の

　回収後の利用法、剪定枝資源化センターのことは情報としてよかった。他の資源の

　再利用方法についてもどのようになされているのか知りたい。ビン・缶・ペットボトル・

　発泡トレイがどのように再利用なされているのかを知ることにより、もっと皆の意識や

　出し方も変わると思う。（知らない人が多い)

・以前のものと異なり、カレンダーはとても見易く大きさもよく使い易くて助かってます。

・ゴミの重さやまとめ方が図に表されており分かり易い。

・使用していないので年初に変更があれば、その分だけ告知して頂ければОＫです。

・生ゴミをコンポスターで処理していますが、庭の無い人は燃えるゴミと一緒に出して

　います。市でも生ゴミを気軽に身近で処理できるような拠点を作って欲しい。

　町内に一つあると便利。
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・イラスト等分かり易く大きさも良い。

・見ただけで今日は何を出せるか分かるので、大変良いと思います。　以前の物は

　分かりにくかったので今のカレンダーは助かります。

・燃えないゴミの日は良く見ます。　カレンダーがあると良く分かっていいです。

・情報が盛り沢山で非常に役立っている。

・粗大ゴミの料金表と場所の問題。

・ゴミの日の種類が絵で書かれているので非常に見易く分かり易い。粗大ゴミの

　連絡先も掲載されているので助かりました。

・良くできています。　粗大ゴミと不燃物との境が分からない。

・収集カレンダーは、必要な時見て参考にしています。時々目にすることによって

　改めて知ったり感じたりすることがある。なかなか覚えきれるものでなく、こう

　してページを捲ると細かく載っていて安心です。

・エコパックちゃんはとても役に立っています。ゴミの出し方の確認をしています。

　スプレー缶、蛍光灯の収集日は、朱印を着けて利用しています。

・良くできていると思います。　子供にも分かり易くゴミ出しに協力して頂けそう

　です。近所の家でも貼って使用しているのを良く見かけます。

・使い易いが、もう少し詳しく分かり易くする改良する箇所もある。

・とても気に入っております。 初に頂いた時とても感動いたしました。年寄りにも

　良く分かります。

・現在の様式で満足です。

・今のままで良いと思うが、更に文字を大きくして欲しい。

・カラー印刷で見易い。

・その日に何を出したら良いか、私だけでなく主人にも分かり易いので留守にしていても

　安心です。

・「資源ゴミ収集カレンダー」上下ともカレンダーなので少し見にくいです。例と

　して上段は市にの名所の四季折々の写真等が載っていると有難いです。

・大人には、一目瞭然だが、子供達にもそうか検討の余地がありそう。「燃やせるゴミ」

　と「燃やすべきゴミ」と「燃やせないゴミ」の関連が子供達（大人のも）にも判然

　としない場合があろうかと思う。ゴミ問題は循環教育の中核であるから、枠外に黄色、

　緑色の袋の中身の代表例を掲載すると、子供にも大人にも更に利用し易いカレンダーに

　なるのではないか？紙面の都合もありましょうから、難しいかもしれませんが、枠外の

　文章的注意よりやはり絵が良いのではないか？

・2009年10月に始めに大阪・豊中市より町田市に転入しましたが、大阪・豊中市では

　この様な「資源とゴミの収集カレンダー」は無かったです。町田市に居住してこの

　ような分かり易くイラスト入りのカレンダーを配布して頂き重宝しております。更に

　迷った時には、電話番号も書かれているので電話して聞いたりしています。尚、山崎

　団地自治会からもゴミカレンダー（白黒ですが）が頂け便利なことこの上無いです。
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・カレンダーの文字を大きくして欲しい。

・細分化の限界を市民の目で良く検討願います。

・とても良い物ができたと主人と話しておりました。分かり易くとても良いです。

・今のままで良い。絵がついているので見易い。14ページ以降は自分で分からなくなった

　時に見る。

・見易いように良く出来ており、不便な感じではない。

・市の「資源とごみの出し方」の中にある50音別分別ガイドが細かく解りやすくて良い。

　（勿論の事、収集カレンダーは気に入っております。）

・資源回収日と剪定枝収集日の重複日のイラストがいま一つ、判別し難い。

・今のカレンダーは大変良いと思うので今後も続けて欲しい。

・良い点→収集分別によって色分けされていて覚え易い。　役立った事→電気器具や

　その他の分類で迷っている時役立ちます。

・写真・イラスト入りとても解り易く活用し易く助かっています。

・前に配布された資源ごみの出し方の五十音別分別ガイドは今でも利用してます。

・絵入りなので一見してわかる。毎日カレンダーで確認して出している。

　我が家は比較的駅から近い住宅街ですが、駅前で買い求めた食料やお弁当の空やカスを

　家の前の道路に捨てて行く人がいていやな気持ちですが、何か名案はないでしょうか？

　以前は所々にゴミ籠がありましたが、現在は撤去されています。

・文章ではなくてイラスト（絵）で表現しているところが良い。

・今迄は収集カレンダーで判らない物はなかったので、一般常識の範囲でいいのではないか？

　今で充分です。

・情報というより、１、古紙、古着の出し方で雨の降り方で迷うことがあり、小雨の時は何かで

　カバーしてもいいのかと思う。２、烏対策、何か良い対策はないものか？今は網を被せている

　家庭が多いようだが。

・以前は、ゴミの出し方が文章で細かく記載されていましたが、どうしてもそれを読むのが

　面倒であったのが、現在のカレンダー式で漫画絵みたいに表現されているので分かり易い。

・現状が維持されれば結構です。　情報量は十分だと思います。

・掲載されていて役立ったこと　～選定枝の出し方、燃やせない細長いゴミの出し方等他にも

　役立った情報がたくさんありました。

・今回のものは良く出来ていて前より使い易い。　特に改善点はありませんので今後も続けて

　欲しいと思います。

・古い本箱があるのですが、本はある程度出してあるのですが、1ｍ70ｃｍ位の丈があるので

　リサイクルセンターへ連絡したところ、「下へ出して下さい」と言われました。

　また、車で回収している人に依頼したところ高価な引き取り賃を要求され、再度シルバー

　人材センター係へ連絡したところ、個人の家には入れませんと言われ、団地３階に住んで

　いるので困っています。　費用負担の無い方法は無いでしょうか？
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・現在のもので十分と思う。

・台所の壁に貼っていますが、年齢と共に必要だと愛用しております。

・細部まで親切丁寧に説明してあり、現状で十分だと思います。

・曜日毎に必要な情報が載っていてとても便利で使い安いと思います。

・資源ゴミ収集カレンダーの１５ページに新聞・ダンボール・雑誌本・雑誌を紐で束ねると

　ありますが、ビニール紐でも宜しいのですか？　玉川学園町会では、業者がビニール紐で

　束ねるのは分類上困るので紙の紐で束ねていたのですが？

・その年のカレンダーに直接図入りで出せる物が分かるようになっているので、何を出せる

　のか直ぐにわかるのでとても便利です。（文字のみでは見にくい）

・非常に分かり易く出来ており毎年の配布を希望しております。

・公共場所（公民館、区役所の出先等）にシュッレッダーを増設して、紙資源を有効活用

　する。

・回収日は適当で丁度良いと思います。回収時間もほぼ決まっていて良いと思います。

　回収担当の方も大変態度良好で感謝してます。表記が大変工夫されていて一見して分かり

　易く表記され感心しました。

・月毎のカレンダーは分かり易く日々行動しやすい。カラー刷りが明るく室内に置いても

　楽しい。各々の見出しが詳細に分かれていて積極的に利用できる。

・ゴミを出すときに活用するので、多少汚れたり濡れたりしてもいいようにビニールコー

　ティングしてほしい。

・ゴミの日がわかりやすくていい。大きさがもう少し小さくていいと思う。ゴミの引き

　取り依頼などはネットや携帯で申し込みできたり、リサイクル券など、ネット購入

　できるといい。

・主に妻が利用していますが、分かりやすくて助かっていると重宝しているようです。

・日付のところにメモ書きするスペースがあるとよい

・見たことがないので分からない

・便利だけど、全戸配布は勿体無いような気がする。けど、他に良いアイデアはない

　ですが…。または逆に、町田市としての他の情報もいろいろ掲載するなど

・現在、捨てたいごみは多様化しています。あまりに制限が多すぎてごみが捨てられない

　状況が起こります。良識が強い人ほど困ってしまいます。傘やプラスチック家具、

　小型家電は毎週無料回収が当然と思います。全国でも高額な税金を持っている東京です。

　ゴミ回収は完全無料化が原則です。月に一回無料粗大ゴミ回収の日を設けてください。

・50音文別ガイドを活用しているので、あったほうが便利だと思います。

・一般的なごみのほかに粗大ごみや家電リサイクルまで掲載してあるので大変良いと思う。

・自分の地区の分だけなので、前より見易いです。

・イラスト入りなので大変分かり易くゴミの出し忘れ（特に乾電池・蛍光灯・スプレー

　缶）が減りとても重宝しています。
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・分別方法などの冊子は冷蔵庫に貼れるような程度のボリュームにして欲しい。簡易版

　でも良いので。

・内容がわりと分かりやすく親切に書いてあると思う

・カラフルになりすぎて、逆に見づらい。必要以上のイラストはいらないと思う。

・絵などが入っていて大変判りやすいと思います。

・学生さんなど一人暮らしで出すゴミが決まっている人達用に、ゴミの出し方抜粋編

　みたいなものも有っては良いのでは？と思う。

・これまで通り，年に１回もしくは２年に１回くらいは各家庭に配布して欲しいです。

　50音別分別ガイドは役に立っているので，さらに細分化して継続して欲しいです。

・今の編集の仕方でとても利用しやすい。ころころ変えるとまた慣れるのに時間が

　かかるのでこのままにしていただきたい。健康に関するミニアドバイスも一緒に書いて

　あってもよいと思う。例えば歯磨きの時軽く屈伸運動しましょうとか、てすりにつかまり

　ながら、片足立ちしてみよう、とかダイエットは穀類を全く食べないとかえって太る

　とか、一言ためになることが書いてあるとマンネリ化しないと思う。

・今回の、収集カレンダーは今までと違って大変見やすく判りやすかった。

・カレンダー方式なので、以前の日にちだけの表に比べ見やすく、イラスト表示なので

　直感的に理解しやすいと思います。余白に町内の行事等を書き込み活用しています。

　ごみの出し方、分別方法は以前配布された冊子に詳しく記載されていたので、収集

　カレンダーには簡単な記載で良いと思われます。　収集カレンダー制作、配布費用を

　削減する意味でも、余白への有料企業広告を募集してはどうですか？

・満足しています。

・ティッシュ・ペーパーの箱や封筒に付いているビニールは取り除く必要があるのか、

　ビンの金属フタにゴムがついていてもカンに出せるのか、防水加工した袋は雑誌に

　なるのかなど、細かい点も表示して欲しい

・今の物で満足しています。

・見やすいし解り易い。このやり方を続けて下さい。

・アンケート対象の｢資源とごみ収集カレンダー｣は現在手元で利用させてもらって

　いるものと違うと思われます。私は山崎町のシーアイハイツに住んでいますが、

　「資源とごみの収集カレンダー」は年に一度自治会より配布され（Ａ４、両面印刷）

　これ冷蔵庫に貼って利用しています。また、手元にある冊子は、(1)ごみ有料化時配布

　された「資源とごみの出し方」(32頁)(2)2010年９月ごみ減量課発行の｢町田市

　資源とごみの出し方｣(８頁)の二つです。アンケートの返事は現在手元にあるものに

　対して行っています。宜しくお願い致します。

・資源ごみの分類ごとに写真や略図などできめ細かく書かれているので非常にわかり

　やすいです。

・税金を払っているのだからゴミの収集は、自治体の責任と思う。しかるに有料ゴミの

　制度ができたら、その分税金はどのくらい節減できたのか公表をお願いしたい。
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・1.資源ごみの分類をもう少し詳しくしてください。2.例えばパンの袋を綴じている

　キャップなど（持ち込まなければならない資源ごみ）を持ち込まずに回収してほしい。

　3.資源ごみの種類をもっと増やしてゴミをもっと資源化するようにしてもらいたい。

　（例えば傘の金属部分とビニール部分に分けるなど）

・ゴミの出し方など、分かりやすく書かれていてよい。

・カレンダーの中のゴミマークが大きすぎてゴミ捨てだけにしか使えない。現状、他の

　カレンダーに私的の予定を記入しているので、二重管理になってしまう。マークを

　小さくするか、色を薄くすることにより私的な予定を記入でき、使用率アップになると

　思います。

・サイズが小さいので老人には見えずらい、もう一回り大きなサイズにして頂きたい。

・資源ごみの収集カレンダーは大変分かりやすく使い勝手も良いと家庭はもちろん

　近隣の方も好評です。14ページ以降も分かりやすいイラストで説明されていますが、

　水色や黒の背景は資源ごみが陰気に見えるので明るい色で統一しては如何でしょう。

　然し全体的に分かりやすくよく出来上がっています。

・今回の「カレンダー」方式は、以前の「日程表」方式に比べて使いやすく、ありが

　たいと思っています。ただ経費の点で高くついているのではないかと思っています。

　それで毎年はカレンダー部分（13ページまで）を配布し、14ページ以降は、改訂の

　時にその部分だけを差し替え（貼り替え）出来るようにしたものを配布してはどうか

　と思います。ご一考ください。

 町田市では、地域や地球の環境を守るために、「ごみになるものを作らない・燃やさない・

埋め立てない」を原則として、徹底したごみ減量、資源化を図りながら、持続可能で

環境負荷の少ない都市を目指しています。

以下の設問では、モニターの皆様がごみを減らすために工夫していることをお伺いし、

今後のごみ減量への施策の参考とさせていただきます。

日常生活のなかで、ごみを減らそうと意識していますか？

市民の皆さんの意識の高さがわかりました。

意識を高く持ち続けてもらえるように、

ごみを減らす工夫など、わかりやすく伝えて

いければと思います。

無回答 1 0.6%

構成比

意識している 168 96.0%

Ｑ14

回答内容 回答者数

意識していない 6 3.4%

無回答
0.6%

意識してい
ない
3.4%

意識してい
る

96.0%

…
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レストランや職場などで、マイ箸は使っていますか？（1つだけお選びください）

なお、使っていない方は、その理由をお聞かせください。

外食の機会が少なかったり、外食で割り箸を出すところが減ってきているのかもしれませんが

思いのほか、利用している人が少なく感じました。

使っていない方は、その理由をお聞かせください。

・マイ箸が折れてしまってから使っていない。

・ 近の飲食店には、割り箸は置いていない。

・使う場面がない。

・面倒くさい

・おはしをかばんの中に入れるのはきたないと思うので。食べ終わったよごれた

　お箸をふくろやかばんに入れたくない。

・持ち運ぶのが面倒だから。

・レストランは、マイ箸は持っていきにくいし、忘れてしまう。

・あまり外食をしないので、持ち歩き出来るマイ箸を持っていない。

・レストランなどではちょっと抵抗がありますが、コンビニなど「割り箸はいり

　ません」と伝えます。

・荷物をふやしたくないので。

・ほとんど外食する機会がないので、マイ箸を持ち歩く習慣がない。でも、スーパー

　やコンビニでは必要のない箸はもらわないし、アウトドアでも紙皿や紙コップ、

　割り箸は使わない。

・忘れてしまう。

・使うという意識自体ない。

・持っていくのが面倒。

・箸は面倒に感じます。

・主婦のため、外食が頻繁でないため。

23 13.1%

たまに使っている 34 19.4%

無回答 0 0.0%

回答内容 回答者数 構成比

使っていない 118 67.4%

使っている

Ｑ15

使っていない
67.4%たまに使って

いる
19.4%

使っている
13.1%

…
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・レストランへマイ箸を持っていく発想がなかったです。

・レストランや回転寿司など、お店側で割り箸を出すことが少なくなってきている

　気がする。

・誰もマイ箸なんて使っていない。はずかしい…。

・洗うのが面倒。無料だと思ってしまっているから。忙しい。レストランなどで箸を

　持参したら易くなるとしたら持って行こうと思う。

・特に意識していない。

・面倒なので

・そこまでの意識はない。

・職場では、洗える環境にあるのでしているが、レストラン等では無いので使わない。

・前もって予定している。外食する機会は少ないから。

・何件かの店を回った時の衛生面。

・レストランへ行かない。職場へは弁当持参（これはマイばしになるかも？）

・周囲であまり使っている人がいない。

・持ち歩くのが面倒。

・出しづらいです。

・持ち歩くのが面倒。

・使おうと思って持ち歩くお箸を買おうと思っているのですが、なかなか気に入った

　物が見つからない。自分の性格上気に入った物でないと長続きしないから。

・バッグに入れて持ち歩くのは、バッグが小さいと不便。

・面倒だから。

・周囲の目が気になる。

・そこまでの意識がなかったから。レストランでは、当たり前のように「箸」が

　出てくるため。

・持って歩くのが面倒なので。

・レストランの箸でもマイ御箸でも洗わなければならないのは同じ、環境負担は

　変わらない。

・忘れてしまう。衛生的でないように(自宅から持っていくうちに…）思うため。

・箸を持ち歩くのが面倒なので。

・やはり周りの人たちに合わせてしまう為とか、持ち歩くのも面倒になる。

・働いていたときは、お弁当に箸を持参していました、レストランまでは周囲の

　目もあり持参しておりません。

・そんなにレストランには行かないから。

・面倒である。(帰ってからマイ箸と箸箱を洗うのが面倒)

・食べた後、そのまま持って歩くのがいや。

・使用している人を見たことが無いので、使ったことがありませんが、今後は

　使用して参りたいと思います。
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・外食はあまりせず、職場には弁当持参。

・外食の回数が少ないので、マイ箸については意識していませんでした。もし職場

　となれば持参したいと思います。

・バックの中に箸は入れたくない。

・職場には食堂が無く外食のため使用していない。

・なかなか持ち歩くということができません。孫も連れてよく出かけますので、

　３，４人分となると入れ物も考えなくてはいけないので。

・持ち歩くの不便。

・持って出るのを忘れてしまう。

・仕出し弁当であり、箸がついている。

・いつも割り箸があるので。

・自分で思いながら忘れています。

・時々外食なので。

・レストランや職場での食事の場合は、既に備わっているからです。（自宅では

　マイ箸）

・仕事もしておりませんし、外出もあまりしませんので。

・持ち歩くのが面倒。

・レストラン等でも、割り箸ではなくナイフやフォークと同様に洗って繰り返し

　使用できる箸が多くなっている。

・持ち運びが 上の衛生的方法とは思えない。又面倒もある。

・レストランでも今では使い捨てでは無いので荷物になるので持参しない。

・企業は企業なりに割り箸を使わないよう努力しており、その方向性には悪いと

　思わないが、個人が個人の物を携帯することに対し、うまく言えないがヒステ

　リックな社会風潮に感じる。

・無職につき外食は殆どしないため。

・理由はありませんがこれから持参します。（今迄考えもしませんでした。）

・機会が少ない。

・余り外食しないので。

・忘れることが多い。

・持ち運びに工夫が必要。

・マイ箸を持ち歩く習慣が着かない。

・割り箸等が間伐材で製造されると聞いたため。

・外食はあまりしていない。

・自宅で殆どの食事と済ましている。

・あまり外食しない。

・テイクアウトの時は「箸」いらない旨伝えている。
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・衛生上良くない。

・若い時のように、外食が多くないのでマイ箸を持ってまでは参りません。

・食事をする予定が始めから無いからです。　これからはいつも持ち歩くように

　します。

・レストラン備え付けの繰り返し使える箸で十分に用が足りるから。

・レストラン等の外食は予定外が多いため。

・持ち歩くのを忘れる。

・何か恥ずかしい気持ちがある。もう少し奨励すればマイ箸を使うことが

　できる。

・衛生面と割り箸の利点（間伐材活用）のため。

・特にない。

・殆ど家庭にあるものを使用しいる。ゴミの減量を考え無駄を省くため努力

　している。

・割り箸は不用木材利用とのこと中小企業へ協力という気持ちでありますが。

・洗う場所を確保できない。職場は割り箸ではなく普通のお箸だから。

・携帯するのが面倒だから。

・衛生面を保とうとすると面倒だから

・使っていたのですが洗い忘れたり持っていき忘れたりして面倒なのでやめま

　した。

・面倒なのが一点と、外食で割り箸を使っているところも少なくなってきたので

・使う場面は少ないし、都度洗うのが億劫な為。

・あまり外食をしないため。

・箸を持ち歩いていない。

・非現実的です。衛生的にも非常に悪い。要は使い捨てしなければいいのですから、

　食堂側が、使い捨てでない箸を提供れば良いのです。マイ箸はかなり無駄な発想

　です。水道代の無駄。労力の無駄。資源の無駄です。割り箸も無駄ではないです

　よ。製材で残った箸切れを有効利用しているんですから。また、経済の活性と

　林業の活性化につながります。是非割り箸推進運動を実施したい限りです。

　マイ箸は単なるデモンストレーションの現実と合わない非環境運動です。

・外食産業でも割り箸の使用が減っており、マイ箸を持って行っても洗う必要が

　あり、同じ事だと思うので。店で洗って、家に帰ってからも洗う必要がある為、

　二度手間だと思います。

・わざわざ持って歩くのは面倒な為。

・外食しないから

・普段持ち歩いてないため

・ 近は多くのお店が割り箸ではなく、エコ箸を使っているため。
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・当初は持ち歩いていたが、置いてきてしまったりしたので、 近では使用して

　いない。また海外出張が多くその際はフォークとナイフ（プラスチック）を

　持ち歩いた時期もあったが、折れたりしたのでこれも 近は使用していない。

・フォーク・ナイフ・スプーンなどを使うレストランへ行くことが多いため、

　マイ箸は使っていないし持っていない。

・弁当を買った店で貰えること，また仕事場に割り箸が置いてあるため。

・めんどくさい

・レストランや職場でも、割り箸でない再使用可能な箸を使用しているので、

　マイ箸は使用していません。

・外食はあまりしないため。

・箸に関連する仕事を奪わない

・マイ箸は、すでに省エネの効果がないということは常識である。

・外食はしていない。

・そこまでの意識がない。レストランによっては、客の使った箸を洗って再使用

　するようにしているところもある。これも合理的だと思います。
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外出先や職場などで、マイボトル（水筒やカップなど）は使っていますか？

（1つだけお選びください）

なお、使っていない方は、その理由をお聞かせください。

マイ箸に比べると、かさばるため、

利用が少ないかと思っていましたが、

多くの方の利用がしていました。

使っていない方は、その理由をお聞かせください。

・家から持っていくと結構重い。 ・機会が少ない。

・荷物になるから ・荷物を増やしたくない。

・かさばってしまうので。 ・飲み物を入れたり、持っていくのが面倒。

・そこまでの意識はない。 ・洗うのが面倒だから。

・殆ど飲まないからです。 ・少しでも荷物を少なくしたい。

・持ち歩くのが面倒。 ・使用する機会が無い。

・仕事をしていたときは職場にマイカップを置いていましたが、外出する際は持ち

　歩いておりません。　夏の暑い時は水筒を持って（孫同伴時）いきますが、それ以外は

　億劫で持ち歩いておりません。

・外出先や職場では飲み物が簡単に入手できるし、持って出るのは思いし面倒だからです。

・膝が悪いので外に出る機会があまり無い。

・買物以外の用事では滅多に外出しないから。 ・無いことでの不便を感じない。

・必要なだけ家にあるボトルに入れて持ち歩いている。店頭で購入すると飲み切れなく

　無駄になる。

・使おうと思っている。ボトルを探しているが適当なものが見つからない為。

・荷物が重くなるので使用していない。

・仕事が外回り営業なので重くて仕方ないので持ち歩かない。

・職場等では自動販売機、売店を利用する（利用せざるを得ない）ため、カップ等を

　使用するシーンが無いため。

・われわれのグループでも経験があるが、費用と効果の点で無駄と考えた。

・外出はひとりではできなので必要ない。

Ｑ16

回答内容 回答者数 構成比

使っている 96 54.9%

たまに使っている 52 29.7%

使っていない 27 15.4%

無回答 0 0.0%

使っている
54.9%

たまに使っ
ている
29.7%

使っていな
い

15.4%

…
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 お買い物の際に、マイバックは持っていきますか？（1つだけお選びください）

なお、使っていない方は、その理由をお聞かせください。

「持っていく」「たまに持っていく」を

合わせると、全体の９割以上になり、

多くの方がマイバックを持っていて、

利用が広がっていることがわかりました。

使っていない方は、その理由をお聞かせください。

・スーパーの袋を家でゴミ袋として使用したいから。

・スーパーのレジ袋が欲しいので持って行かない。

・慣習的なものになっている。

・持って行ってもレジ袋に入れてからマイバックに入れる。

・使うのが面倒なため。

レジ袋は、必要だと思いますか？（1つだけお選びください）

Ｑ17

回答内容 回答者数 構成比

持っていく 115 65.7%

たまに持っていく 51 29.1%

どちらとも言えない 77 44.0%

持っていかない 8 4.6%

無回答 1 0.6%

Ｑ18

回答内容 回答者数 構成比

無回答 2 1.1%

必要だと思う 61 34.9%

不要だと思う 35 20.0%

持ってい
く

65.7%

たまに
持ってい

く
29.1%

持ってい
かない
4.6%

無回答
0.6%

…

どちらとも言
えない
44.0%

必要だと思う
34.9%

不要だと思う
20.0%

無回答
1.1%
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町田市では、2005年10月から指定収集ごみ袋の有料化を実施しました。

あなたは、それに伴い、お買い物の際のレジ袋は、断っていますか？

も近いものを1つお選びください。

その他のご意見（抜粋）

・買い物が多い時は断っていない。少ない時は断っている。

・突発的な買い物やマイバックの容量以上に買ってしまう場合は断っていない。

　それ以外は断っている。

・時による。

・買い物のみで外出することが少なく、いつも袋を持参していることはないから。

・以前から過剰には頂かず、必要時に頂いています。

・時と場合による。

・２年前に転居した時から断っている。

・全様に対応できるバックが無いので、貰ったりすることがある。

・予定していない買い物時はマイバックを持参していない。

・その時によります。仕事帰りにスーパーへ行くときなどは、エコバックがないとき

　にはもらいます。

・値引きやエコポイント等の還元の無いところでは、断らないことが多い。

・マイバックを持っているときは断っている。

・２年半前に転居してきてから断っています。

・スーパー等では断っているが、デパートでは断っていない。

・必要時には頂くが、日により断ることもある。

・マイバックを持って外出したとき以外や、品物の形態でレジ袋をお願いしている。

Ｑ19

回答者数 構成比回答内容

39 22.3%

指定収集ごみ袋有料化から、断っている

指定収集ごみ袋有料化の前から、断っている

2.3%

60 34.3%

28 16.0%

断っていない

その他

44 25.1%

無回答 4

断っていない
34.3%

指定収集ごみ
袋有料化か

ら、断ってい
る

25.1%

指定収集ごみ
袋有料化の前
から、断って

いる
22.3%

その他
16.0%

無回答
2.3%
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・突然の買い物の時等はレジ袋を使用します。

・マイバック等を忘れた時にレジ袋を使用する。

・その時々で違う。

・その時々でレジ袋に入れてもらうことがある。大阪はゴミ袋は有料では無かった。

・マイバック等を忘れた時等。

・ゴミ出しのした袋として利用するので買い物時の二回に一度貰っている。

・スーパー等でポイントがもらえるので断っている。

・以前より減ったが、予定外の買物時に頂いている。

・レジ袋が日常必要な時がある。

・老人用に配布される袋を使用させて頂いております。

・一年前に町田に越してきました。

・駅売店、コンビニ等での少量の買い物時には断ることがあるが、大量かつ重量のある

　買い物の場合は断らないこともある。

買い物客は、どのようになったら、レジ袋を断るようになると思いますか？（複数回答可）Ｑ20

120 68.6%

回答内容

レジ袋を断るとポイントがついたら 32.0%

91 52.0%

回答者数 回答比

マイバッグが手に入ったら

レジ袋を断ると値引きされたら

レジ袋が有料になったら

56

23 13.1%

12 6.9%その他

レジ袋が有料になったら,
68.6%

レジ袋を断ると値引きされ
たら, 52.0%

レジ袋を断るとポイントが
ついたら, 32.0%

マイバッグが手に入った
ら, 13.1%

その他, 6.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
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その他のご意見（抜粋）

・使い易いマイバックが入ったら。

・ポスターなどでマイバックの呼び掛けをする。

・スーパーでの買い物については、マイバックを持参していますが、職場や通勤

　途中でのコンビニ等での買い物時にやはりレジ袋を使用しています。小さい

　マイバックがあれば良いのかなーと考えています。

・レジ袋も多少必要でなはないのか？ ・レジ袋を断るとポイントが貰える。

・今でもポイントがヤマザキや三和で着いているので。

・ 近は断る人が多いと思います。レジ袋のデザインが悪いと断ると思います。

・値引きされるからです。

・三和専用のマイバックは好評。

・自分で持っている入れ物がある場合には、レジ袋はもらわない。入れ物がない

　ときだけもらっている。

・昔の買物籠の習慣を取り戻したいものです。

・断りたくないです。何故無くすんですか？市が有料の袋を販売している方が異常

　です。結局袋使いますね？ぜんぜん削減になっていません。税金の二重取りと

　天下り法人の無駄金の温床に成っているのが見え見えです。断固反対、有料行政

　のごみ袋販売と生産！スーパーのレジ袋を守れ！市民の家計に二重税金を徴収

　するな！

普段よく使う食料品や日用品のお買い物はどこでしますか？（複数選択可）Ｑ21

回答内容 回答者数 回答比

コンビニエンスストア 45 25.7%

スーパー 167 95.4%

専門店（個人商店） 28 16.0%

宅配 28 16.0%

インターネット 12 6.9%

その他 12 6.9%

コンビニエンスス
トア, 25.7%

専門店（個人商
店）, 16.0%

宅配, 16.0%
インターネット,

6.9%
その他, 6.9%

スーパー, 95.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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食料品の買い物をする前に冷蔵庫の中身をチェックしますか？

あなたの生活スタイルで も近いものを1つお選びください。

冷蔵庫のチェックは、多くの方にとって習慣になっているように感じました。

多く作りすぎてしまった食事などの食べ残しをどのようにしていますか？

も近いものを1つお選びください。

Ｑ22

回答内容 回答者数 構成比

よくする 126 72.0%

たまにする 39 22.3%

しない 9 5.1%

無回答 1 0.6%

Ｑ23

1 0.6%よく捨てている

回答内容

98 56.0%

たまに捨てている

回答者数 構成比

6 3.4%

45 25.7%

21 12.0%

無回答

4 2.3%

0 0.0%

生ごみ処理機、たい肥化容器により肥料にしている

食べ残しを保存や加工などして、食べている

食べ残しを出さない

その他

よくする
72.0%

たまにする
22.3%

しない
5.1%

無回答
0.6%

…

食べ残しを保存や
加工などして、食

べている
56.0%食べ残しを出さな

い
25.7%

たまに捨てている
12.0%

生ごみ処理機、た
い肥化容器により
肥料にしている

3.4%

よく捨てている
0.6%

その他
2.3%
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お買い物の際は、詰め替え用商品を選びますか？

多くの方が、詰め替え用の商品を選ぶようにしており、意識の高さを感じました。

いらなくなった洋服はどのようにしていますか？（複数選択可）

資源として出している割合が多く、資源回収の利便性の高さを感じました。

Ｑ24

回答内容 回答者数 構成比

選ぶようにしている 165 94.3%

選ばない 9 5.1%

無回答 1 0.6%

回答比

兄弟や親戚が再利用している 41 23.4%

回答内容 回答者数

リサイクルショップを利用している 52

Ｑ25

資源ごみで出している 129 73.7%

フリーマーケットで再利用している 17 9.7%

リメイクして再利用している 17 9.7%

その他 12 6.9%

29.7%

友人や知人が再利用している 42 24.0%

選ぶようにし
ている
94.3%

選ばない
5.1%

無回答
0.6%

…

…

リサイクルショップを利
用している, 29.7%

友人や知人が再利用して
いる, 24.0%

兄弟や親戚が再利用して
いる, 23.4%

フリーマーケットで再利
用している, 9.7%

リメイクして再利用して
いる, 9.7%

その他, 6.9%

資源ごみで出している,
73.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
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ご家庭でガーデニングや野菜作りはやっていますか？（1つだけお選びください）

全体の５割の方が「やっている」と答えて

います。ガーデニングや野菜作りの人気の

高さがわかりました。

日常の生活の中で、ちょっとした工夫でごみを減らすことができます。

後に、あなたがごみを減らすために工夫していることをお聞かせください。

・作り過ぎたものは冷凍し、チラシなどの紙ごみを減らすために、新聞にはチラシをは

　さまないように頼んでいる。

・物を買わない。

・生ごみは、庭の土に埋めて肥料にしています。レジ袋も再利用したり、マイバッグを

　持参しています。生ごみは、ぶたのえさにするなど、ちょっとしたことも大きなごみの

　減少につながると思います。

・箱などは資源回収に出している。

・無駄なものを買わない。レジ袋をなるべく断る。

・詰め替え製品を出来る限り買うようにしているが、買い物に行ってよく思うことが

　あるのです。本体と詰め替え用では金額的には本体用が少し高いので、詰め替え用の

　方がお得と思いがちだが、詰め替え用はほとんど本体用より少ない量しかない。

　そこでどっちがお得かと金額と量で割ると本体のほうがお得なときがある。本体容器

　を余分に買うので、燃えないゴミとして捨てるため量がまし袋代がかかると考えりゃ

　確かにそうだが、何のための詰め替え用なのだろうと思う。

・資源とごみを徹底的に分ける。

・不要になった郵便物の(DMなどの)ビニールをとっておいたり、ポテトチップスの袋

　なども生ごみ用(生ごみを捨てるときに）に再利用して捨てています。紙、空き箱は、

　古新聞の日に出せるのでそれだけでも燃えるごみは減っている気がします。今住んで

　いる所は生ごみのディスポーザーが付いていて、かなりごみは出ません。似たような

　装置が安く買えるようになったら、一家庭に一つディスポーザーを設置、もっと減ら

　せるのではないでしょうか。

興味あるがやっていない 35 20.0%

やっている 91 52.0%

回答内容 回答者数 構成比

Ｑ26

Ｑ27

やってない 42 24.0%

無回答 7 4.0%

無回答
4.0%

興味あるが
やっていな

い
20.0%

やってない
24.0%

やっている
52.0%

…
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・ごみを減らすためには、物を増やさないことが大事。買い物をする際に、まずそれが

　本当に必要かどうか考えてみること。また、購入する際にも、例えば収納器具なら

　プラスチック製のよりも紙製や布製の物の方が環境にもやさしいと思うので、

　選択するようにしている。さらに、銀行や郵便局の窓口でもらう粗品は、多くの

　場合使わないものばかり。受け取らないで断る勇気も必要。

・プラスチックのパックや袋に入ったものをなるべく選ばない。食事を作り過ぎない。

　食べ物をなるべく捨てない。買い過ぎない。スーパーなどで回収している紙パックや

　発泡スチロールは捨てずにリサイクルに持っていく。

・資源ごみで出したり。

・牛乳パック類やトレー、ペットボトルなどは、再利用するためスーパーに持っていく。

　なるべく重複して買わない。

・必要な物以外は買わない。

・古紙の再利用。

・無駄な買い物をしない。

・衝動買いをなるべく避ける。ペットボトルを買わないで、ウーロン茶・麦茶を作る。

　子どもに捨てる際に、本当に捨てていいものなのかと聞いて、リサイクル意識を

　高める。

・マンションのディスポーザーで生ごみは出さないでいます。詰め替えしている。

　古くなったタオルや服は、一度ぞうきんなどに形をかえて利用している。むだな

　ものは買わない。お菓子のパッケージや箱、トイレの芯など古紙に出すように

　している。

・買う前に本当に必要か、持っているもので代用できるかなど、考えるようになり

　ました。また、食品を無駄にしないように気をつけています。

・たまごパック・ミニトマトパック・こんぶの佃煮のパック等、はさみである程度

　刻んで捨てる。 近見つけたカット済しめじ。量り売りのお肉を買う。

・必要 小限のものを用意して、あまり家でごみを出さないようにする。

・レジ袋、包装を断る。ティシュペーパーをあまり使わない。スーパーで発泡トレイ

　に入っていないお肉やお魚を買う。(ビニールに入れて売っているスーパーもあり

　ます。南町田東急プレッセ)　子どもの洋服をなるべく買わない。などです。

・食事を作る際、無駄な部分を少なくし食べる。紙ごみなどリサイクルできるもの

　はリサイクルするよう心がける。計画的に買う。使えるものは使う。

・資源ゴミをしっかり分別し、レジ袋もなるべく頂かず、不要な物でも再利用

　できないか考え、なるべく捨てないよう心がけている。揚げ物を入れるパックを洗って

　サンドイッチ等に利用している。燃焼可能な物質で作る。リサイクルし易い物で作る。

　回収されて資源ゴミがどのように処理されているのか教えて頂けると有難い。

　洋服等の処理に人件費が必要になるかもしれませんが形状を変えて再利用できるよう

　して欲しい。
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・リサイクルセンターへ持っていく。フリーマーケットに出す。

・生ごみ(野菜くずのみ)は、堆肥化容器にて処理し庭に埋めている。紙ごみの分別を

　行うことで、燃やせるごみの減量が出来ていると思う。

・手が汚れた時は、ティッシュでは無く、手を洗いに行くように子供に教えている。

　ティッシュを（使ったものでも）ポケットに入れて、何度か使うようにしている。　　　　　　　　　　

・レジ袋をもらわないようにしている。スーパーなどで「割り箸を使いますか」と

　聞かれるが、毎回断っている。無料で配布しているもの等はもらわないように

　している。

・食べ物を無駄にしない。

・買い物ではマイバックをなるべく使用して、レジ袋もなるべくもらわないようにして

　いる。ごみの分別は正しく行うように努めている。

・分別・紙・トレー・パック等の徹底。

・読み終わった本はリサイクルショップに出す。

・マイバックしかできていません。

・マイバックの多様性⇒大きさを大中小として、背負える（リュックサック式）もあると

　便利かな、と考えます。その他、スーパーでも資源回収（紙パック・発砲スチロール）

　を実施していますし、子ども会でも資源ごみ回収を実施しています。地域一体となって

　回収しているので普段から利用することをＰＲ（回収した資源の再利用の現状やＣＯ2

　削減になっていること等）することでゴミの減量になるのではないかと思います。

・仕事の関係で家事に当てる時間が持てずゴミを減らす意識はあっても実現は難しい。

　逆に家事時間を短縮しようと日々を送っていると、食料品から贈答品まで全ての物が

　過剰包装されていることです。中身よりゴミになる包装の方が多く、ストレスを

　感じます。工夫ではないですかね。

・紙を資源として出しているが、町田市で作成配布されている雑紙袋は良くできているが

　まだ使用していない。それにしてもプラゴミをどうして資源収集しないのか疑問だ。

　プラの資源収集（無料で）をしてくれたら燃えるゴミの袋がもう少し小さくても

　良くなる。多摩地区は本当に良く頑張っている。食用油の資源回収を始めて欲しい。

・紙類はなるべく資源ゴミに出している。食品を無駄にしない。無駄な物は買わない。

・スーパーのお肉やトマトのトレイや皿は、その場でビニール袋に入れ替えたりしている。

　私は2010年4月に転居してきましたが、ごみ袋(有料)はとても高いと感じました。

　私の実家九州では、市より町内会通して２パックくらい配布されて足りないのを

　買うというシステムなので、私はその位にしてほしいと思っています。袋が大きいので

　袋が大きいのでレジ袋つい使用するし、減ったのかはよく分かりません。意識の問題

　ですから、私も今後気をつけます。

・花粉症なのでよく鼻をかみますが、なるべく1枚のティシュで何度か使うようにして

　います。あとは特にありません。お菓子や食品など過剰包装が多いように思います。

　企業も工夫をしてほしいと思います。
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・コンポストを使っています。

・できるだけ小さくまとめるようにしている。

・過剰包装はお断りしています。

・加工されている食品(トレイに入っているようなおかずなど)をなるべく買わない。

　→健康のためにも

・資源として出せる物は分別する。　容器は繰り返し使う（詰め替え用）。マイボトルを

　使用してペットボトル飲料は極力購入しないことが基本的である。よく利用するスーパー

　ではレジ袋の代わりに町田市指定のゴミ袋を１枚単位で購入できるので、マイバック

　不携帯の時はそのゴミ袋に入れて帰ります。　この制度はとても良いので、他の

　スーパーでもやって欲しい。

・資源になるものは、収集所に出している。また、リサイクルセンターに持ち込んでい

　ます。お蔭様で食器等センターにあるものをリユースしています。

・残った食材等は冷凍保存し、捨てないようにしている。

・無駄な買い物をしない。　リサイクルショップや資源回収で再利用してもらう。

・本は新しいものを買わない。(図書館利用)　ネギなど、根の部分を土に植えると

　自然に成長する。→ごみとして出さない。レジ袋は、ごみを仕分けるのに利用して

　いる。買い物をする前(食料品)に冷蔵庫の残り物を必ずチェックする。

・買い物をしようとする際、本当に必要かどうか考える。

・生ゴミは庭に穴を掘って堆肥にしている。紙ゴミは蒔ストーブで燃やしている。

　リサイクルに出せる物はリサイクルに出している。

・ゴミを分別して出している。買い物の際は、マイバックを持って行く。

　不要な報道は断る。

・こまめにチェック。無駄なものは買わない。野菜くずはなるべく出さない。

　（野菜くずを堆肥にしたいが、まだチャレンジしていない)　食べ残さない。

　作り過ぎない。紙のごみは、生ごみ(燃やせるごみ)に出さない。包装は簡単に！

　地球がいつまでも豊かで、皆が生活でき行き続けられるように、これからも気を

　つけて生きていきます。アンケートを通して町田市の取り組みが活かされるよう、

　これからも小さいことからコツコツと協力していきたいと思っています。

・必要以上の食材は買わないで使い切る。詰め替え用商品を使う。分別をきちんと

　する。

・余計なものは買わない。　なるべく資源ごみで出せる入れ物に入った惣菜を選ぶ。

・生ゴミ処理機を使用しているので生ゴミの市へのゴミ出しは殆ど無い。

　シャンプー、洗剤など詰め替え用のものを使用している。ダンボール、紙類、

　布類はリサイクルへ。マイバックを持参している。

・スーパーで買い物したときは、プラスチック容器でなく揚げ物用の紙袋を利用

　している。

・意識して工夫していない。
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・なるべくレジ袋をもらわないようにしている。(マイバック利用)　野菜皮や芯、

　出来るだけ使って料理する。リサイクルセンターへ持っていく。

・不要な包装は断る。野菜の皮は、食べられるものは出来るだけ食べる。残り(野菜の

　皮や果物の皮）は肥料とする。　リメイクできるものは再利用するよう工夫する。　　

・買い物時、包装を断る。

・アンケートに答えた位で、ゴミ（ペットボトルやレジ袋）の処理の工夫の仕方を

　知りたい。

・無駄に買い過ぎない。・使える物は 後までとことん使い込む。・資源として

　出せるものはなるべく出す様にする。

・食べ物は残さず食べるようにしている。

・生ゴミを堆肥にしていますので、出しておりません。落ち葉も庭で集めて堆肥に

　使用。

・マイバック持参・詰め替え品を選ぶ　・ダンボール、新聞は元より、雑誌の徹底・

　食品を捨てないよう日ごろ心掛けている。

・出かけるときはマイ箸を持って行きます。又、畳める袋も持って行きます。

・肉や魚が入っているトレーはスーパーの資源ゴミに持参している。紙類も自治会の

　集める時に出している。

・二人家族のため、それ程多くのゴミも出ない為、記載させて頂くほどの工夫をして

　いないと思いますが、今一番思う事は、食品のパッケージ・トレイ等をどう減ら

　して行くかということです。これは生産・製造者、販売者、消費者が協力して解決

　しなければならない問題なのかもしれません。

・食品は全て食するように買い物等に留意している。

・1.食べ物を余分に作らない。2.多重包装が多い。

・野菜等は捨てる部分を 小限にしております。例えばブロッコリーの茎は薄く

　スライスして茹でたり、炒めたりしています。　大根や人参の皮は炒めてキンピラ

　風にして食しています。

・量のある箱（菓子、洗剤、その他）は、小さく裁断して捨てる。　野菜はできるだけ

　全部食べるようにする（ほうれん草の根の部分、ブロッコリーの芯等）。

・分別をしっかりやる。リサイクルできるものはきちんとやる。買い物時に気をつける。

　毎日こまめに減らす工夫をする。

・新聞、チラシの回収は当然として、カタログや文書類で余白の多い部分などは、切り

　取って回収紙として出している。

・ゴミにならないよう工夫すること。

・安いからといって余分に買わない。　果物の入っている容器はスーパーに置いてくる。

・食べる分だけを買っています。

・包装をなるべく断る。洋品などの買い物もマイバックを利用する。
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・毎日の食事で余った物等は再加工して次回の食事に使用するよう努力しています。

　食用品、特に野菜等はなるべく全部味付け大きさ等で工夫して無駄を出さないように

　使用してます。その他全てに無駄が出ない様に日ごろから思いながら生活してます。

・新鮮な物を購入して、皮も食べるようにしております。余り参考になることはして

　おりません。

・ビニール袋、紙袋等再三利用している。

・紙の資源化ができるようにしている。週刊誌等ホッチキス止めの物は外して再資源化、

　封筒も宛名部分を外して活用。食品トレイ、牛乳パック等スーパー回収ボックスへ。

・生ゴミを穴を掘って埋めている。

・自分と主人の食べられる分だけを購入し、残しては勿体無いと心掛けて生活している。

・ペットボトル、その他はリサイクル集積所に持って行く。食品等のパック等嵩張ら

　ないものを選ぶ。野菜類も捨てる部分を少なくする工夫をする。家電、衣類は

 　リサイクルに出す。

・少々であるが、畑作中に肥料化している。

・余分な物は家に持ち込まない。

・茶殻を乾燥させて土中に埋めています。菓子類に入っているシリカゲル（石灰）は

　土の中に肥料として使用しています。

・生ゴミ（魚骨類を除く）を土壌作りに利用する。

・紙の裏を利用する。　生ゴミの処理機を活用する。

・前に住んでいた市では、ゴミ袋は有料では無かったので、買い物したレジ袋で出して

　いました。その為かどうか分かりませんが割りと考えずに出しておりました。

　町田に住んでゴミ袋は有料ということもあり、出来るだけゴミを少なくする様に

　成った筈です。これからも頑張ります。有料のゴミ袋で出すのでゴミの集積所は

　とても綺麗です。

・冷凍庫を利用して、 後まで使い切る。賞味期限をカレンダーにメモしてなるたけ

　腐らせない。なるたけ余分な物は買わない。資源ゴミに出せるものは出す。

　マイバックを持参する。

・庭の草木の葉等は腐葉土にして再利用している。

・生ゴミはできるだけ畑の肥料として利用している。

・（家庭）　野菜作り用にコンポスター（生ごみ処理容器）を使い堆肥化して利用中。

・生ごみ等は、生ごみ処理機(町田市からの貸与)。食品トレイやパック容器は、

　別に分別している。チラシなどは、資源ごみや新聞回収に入れて出している。

・商品の包装が過剰に思う。

・小さく切った紙や厚紙はゴミにしないで紙や封筒（窓の部分を切り取る）大きな袋に

　いれて収集に出します。野菜屑は肥料として畑に持って行った以前寄り３分の１

　ゴミが減りました。
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・必要 小限を心掛けて生活している。

・衝動買いした後で直ぐに不要無駄になり、結果としてゴミを増やすことが多かった。

　年齢を重ね物を買う前によく考える事を心がけるようにしています。

・色つき発泡トレイは小さく裁断して捨てる。・缶・ペットボトル・発泡トレイは

　回収拠点へ持って行く。

・生ゴミは堆肥作りに利用している。・以前は自宅の土地で可燃性のものは燃やして

　いましたが、 近は家が混んで来て出来なくなりました。・日用品は買物袋を

　持参して利用している。

・年のせいか物欲が無くなってきたかな？衝動買いが無くなった。一息入れて必要か

　どうか考えて買物をするようになった。　年のせいか質素に暮らしたいと思うように

　なった。

・食料品等は、以前は安売りをしているとつい衝動買いしたが、 近はなるべくゴミを

　作らないよう必要な分だけをと頑張っています。

・市の補助で買った生ゴミ処理機をできるだけ使用している。・木の葉や裁断紙を庭で

　燃やせると灰が利用できるのに、それが駄目というのはいやな世の中である。

・妻が一所懸命ゴミの分別に努めておりその負担を少しでも減らすため、できるだけ

　協力している。集合住宅に住んでいますがどうしても指定日に指定の物でない

　ゴミが出されたり、通りすがりの人がして居場所にポイ捨てする人がおり、30年

　近く現在の住居地に住んでいるため、妻が中心となって清掃したりするので、

　もう少し徹底させる様ＰＲして欲しい。　 終的には個人のモラルの問題とは思う

　が？

・①詰め替え商品を選択　②必要量のみの購入　③資源ゴミと他のゴミとの選別

・レジ袋はもらわない。・生ゴミは庭で堆肥化している。・小さな紙切れでも袋に

　まとめてれサイクルに出している。

・マイバックを持参する。・水筒を持参する。・必要以上の物を買わない。

・紙類は資源ゴミで出すようにしている。発泡スチロール容器は、スーパーに持参

　する。分別収集を実行している。

・そば茶、普通の茶殻等は、花壇の花の周囲に利用する。　清掃の時の埃取りに利用

　している。

・極力リサイクルに出すよう努力している。

・なるべく昔のようにたくさん買物をしないようにしている。残り物を工夫して料理

　する日もあります。

・買い物をする際は、必要なものしか買わないように心がけています。そのためには、

　物を入れるものを整理整頓し、必要なもの常に把握しておくようにしています。また、

　利用する時に直ぐに出てこなければ、必要としないものと考えできるだけ保管しない

　ようにしています。（保管する箱などには保管しているものを表示して誰れもが分か

　るように心がけています）
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・マイバックをなるべく使うよう気をつける。プラスチック容器、発泡スチロール容器

　と生ゴミは分ける様にするのが宜しいと思います。

・買物をする時に必要な分量なだけ購入するよう心掛けている。・毎日買物に行き、

　家族の人数と食事の量を考えて準備し、必要以上に料理を作り過ぎないように心掛け

　ている。

・生ゴミは生ゴミ処理機に入れて野菜等の肥料として使用しています。それにより生

　ゴミの出す量が今迄の約３分の１強減りました。

・マイ籠で買物をする。包装の少ない商品を購入する。紙類や他の容器類は捨てず

　リサイクルへ。（分別の手間を惜しまない）

・家庭菜園を奨励する（生ゴミを堆肥として再利用する）地区別にゴミ排出量（大・

　小ごみ袋数）の統計を示し原料キャンペーンを行う。又、減量した地区には市長賞状

　を自治会等に贈呈し、市民に減量意識の向上を図る。

・買物を計画的にする。ゴミ分別が進み役立っている。良いことだがその成果を数字的

　に示してもらえると良いよ思う。　更に将来像展望。

・残業をしないよう分量を考慮して食べ残しの無い様にする。・買物も必要量を考えて

　無駄の無い様にする。・市役所で販売した堆肥化容器に入れて家庭菜園の肥料に

　している。（夏等匂いがしたり虫が涌いて困っている。）

・堅く搾って水分を出来るだけ少なくと思っております。肥料になるものは畑に冬期間

　埋めています。

・使わなくなった靴下などは、サッシなど細かい部分の掃除に使っている。

・牛乳パックは生協のリサイクルに出している。

・過剰包装は断っています。お菓子の箱などは、冷蔵庫や棚の小分け用に再利用してい

　ます。

・買出しの際はエコバッグを持参しています。

 ・なるべくレジ袋をもらわない無駄なものを買わない、もらわない

・紙ごみを資源ごみとして再利用する。必要 低限の食料品を買い，あまりを出さ

　ないようにする。

・極力物を買わないようにする。レジ袋を断る。街頭のビラを受け取らない。

・レジ袋辞退くらいです

・生ゴミでは、生ゴミ処理機・容器を使い堆肥を作り庭の土地再生に利用している。

　水も雨水溜まるんくんを使い利用しています。

・詰め替えパックを利用。

・不必要なものを買わない。

・スーパーで使われているプラスチック容器はなるべくスーパーで捨ててきて、家に

　持ち込まないようにしている。

・なるべくティッシュを使わないようにし、タオル等を使用している。ハンカチを持ち

　歩き、トイレのペーパータオルは使わない。
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・食品以外のレジ袋はマイバックを利用し断る。タンブラーまたはペットボトルに入れ

　替えて、ペットボトルのゴミは極力出さない。

・資源品はごみとして出さない。エコバックを利用する。野菜くずを土に埋める。

・冷蔵庫に入っている食材を書き出し把握しています。食材を購入する際は、おおむね

　１週間分の献立を考えて必要な分だけを購入。以前は買いすぎて消費しきれずに廃棄

　も多かったがほとんどなくなりました。

・ごみになるようなものはかわない

・簡易包装にしてもらう

・ごみになるものを家に持ち込まない。過剰包装などは断る

・過剰包装を断る。

・なるべくものを買わない。また、野菜などは茎なども工夫して調理する。

・ゴミ自体を減らすのは難しいが、出す時にゴミの容積を少なくする努力はしている。

　（カップ麺の容器を切り刻んで小さくしたりプラスチック容器を裁断したりいている）

・かさばりやすい物はなるべく圧縮します。また，生ゴミは水切りを十分してから捨て

　ます。

・袋を断ることの他に個包装の無いものを選ぶ、生協など過剰な包装をしない店で買う。

　ティッシュの代わりにハンカチ、雑巾、布を切ってぼろにしたものを使う。生ごみの

　水気を切ってコンポストに入れる。ペットボトル、ふた、洗剤のスプーン、紙コップ、

　牛乳パックなど、リサイクルできるものは捨てない。

・お茶の葉やレギュラーコーヒー豆かすを庭の土に捨てる。リサイクル出来る紙類は

　少しでも取り出す。

・生ごみ処理機（町田市補助金利用）を使って、肥料を作成。レジ袋は有料ではないが、

　エコバックを使用。　新聞、雑誌、本はネット配信による電子ブックを利用し、紙ごみ

　を削減。ごみは小まめに捨てる。

・ごみと資源の分別を心がけている。無駄なものを衝動買いしないよう努めている。

・自宅用に購入するものの包装は 小限にしてもらうようにしている

・無駄な物を買わない。

・無駄なものは買わない。我が家はごみがほとんど出ないので、考えが出ません。

　そんなにごみって出ますか？ちょっと疑問です…。

・ごみを仕分けして、資源ごみで出している。

・廃品回収などで細かく分類して出している。

・なるべくリサイクル可能な容器の物を購入。たとえばヨーグルトであれば紙容器の

　物購入。また過剰包装は断る。

・ペットボトルやトレイ等はスーパーに持参しており、空き箱は小さいものでもまとめ

　て古紙に出しております。

・生ゴミを堆肥として庭に埋めている。
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・１．丈夫で長持ちするような物を購入する　２．品物を購入する際、本品だけ貰い、

　ゴミになりそうなものは店に処分を依頼する　３．野菜屑、卵や貝殻など肥料になる

　物は庭に埋める。　４．かさ張るゴミは、小さくしてゴミ袋に入れる　５．ゴミの

　分別を行い、リサイクル可能な古紙などは資源ゴミにだす　６．自分で行うことで

　はないが…○学校の授業で物を大切にすることや資源は有限であること、リサイクル

　について教育して欲しい　

・食べ残しが出るほど料理を作らないことを常日頃心がけている。ゴミがでる 大の

　要因は、小売り側の包装にあると思います。過剰包装である。Oスーパーマーケット

　では肉の小売りは発砲スチロールトレイを使わずに、ラップのみで販売している。

　いま、ゴミの中でかさばるのは、この発砲スチロールである。他の小売店でも是非

　取り入れて欲しいものです。Sスーパーマーケットでは、支払い後、発砲スチロール

　トレイを取り除き、ラップのみで持ち帰ることにしています。

・なるべく無駄なものを買わないように努力している。

・無駄な物は出来るだけ買わない、使える物は保存をする。

・家庭の中での電気やガスの節約と共にEcologicalの改善のために外出にはマイバッグ

　を持参し、買い物にはレジ袋を貰わないように心がけている。　又、料理の残飯を

　なくす心掛けや、余分の材料を買いすぎないで、ゴミの収集やカラスの餌食になって

　環境を損なう事のないように注意して生活している。　集合住宅のためにガーデニング

　や畑の野菜作りは不可能であるのが残念である。　ゴミの分別は手数がかかるが、

　やさしい環境つくりのために協力を惜しまないよう配偶者からきつく言われわたしも

　微力ながら努力をしている。常に町田市の清掃業者や職員の不断の努力に感謝して

　いる。

・工夫するほどではありませんが、食事の食べ残しを出来るだけ少なくするよう心掛け

　ています。しかし家族中に浸透させるのはまだまだです。

　要望：透明なプラスチック容器（ポリエチレンのような）のリサイクルが出来ません

　か？一部の自治体では実施しているとききました。燃やせるごみの減量になると思い

　ます。
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