
ごみの新分別収集モデル町内アンケート 問５～13「その他」欄  

 

問５ ごみの減量化やリサイクルの取組について、あなたが実行しているものをお答えく

ださい。 

 ●その他 

  ・古着を市役所に持参している。（他 1件） 

  ・リサイクルショップに出す。 

 

問６ ごみの減量化やリサイクル促進が必要な理由について、あなたがご存じのものをお

答えください。 

 ●その他 

  ・必要な物はリサイクルで欲しい人へ使ってもらう。 

  ・ごみの量を減らすことにより灰の量を減らす。（長く大切に、は考えなかった） 

  ・無資源国日本で、ごみは作ってはならない。 

  ・集配の人も楽になり、経費が減る。  

  ・生ごみは自然土地へ戻す。 

 

問７ 試行収集に取り組んでみて、ごみの分け方や出し方に対しての関心は変わりました

か。 

 ●その他 

  ・前から関心はあった（他 10件）   

・変わりない(他 7件） 

  ・今までも自分なりに分別していたから「改めて」ということはない。 

・回収時にごみを出さないこと。 

  ・アルミとスチールは分別したほうが良い。プラの日が多くなったので良かった。 

  ・分別で良かったと思うことと大変と思うこともあった。 

  ・プラ収集回数減らす。 

  ・間違って出す人がいて、そのまま置いていかれ、出した人も始末しないことが何回

かあり。2日間程放置したが気づいてくれず始末してあげていた。 

  ・決まり通りに実行するのが当番なので以前と変わらない。 

  ・収集日がはっきり分かる表があれば十分だと思う。 

  ・ゴミを生業とする業者をもっと利用すべき（無料）で今の時代、ゴミ（プラスチッ

ク、びん類、金属類）はお金に化ける。 

 

問８ 試行収集では、燃やすごみの収集を知らせるオルゴールを鳴らしませんでした。今

後、オルゴールは必要ですか。 



 ●その他 

  ・オルゴールの音が聞こえない時が多い。（他 1件） 

・年配の人やごみを出すのを忘れた方には安心ですね。 

  ・何時に収集するか時間が分かればオルゴールは要らない。 

  ・時間がきっちりしていた。 

  ・回収後にごみを出してる人がいた。 

  ・道から離れているところでは聞こえていない。 

 

問９ 試行収集では、収集回数の間隔が一定になるように、月曜日が祝日の場合でも燃や

すごみを収集しましたが、いかがでしょうか。 

 ●その他 

  ・出し忘れることもあったが、慣れてしまえば良い。（他 2件） 

・祝日は、なるべく作業の方もお休みの方が良いと思います。（他 2件） 

・わかりませんでした。（他 1件） 

・捨てるのを忘れてしまう。（他 1件） 

・今まで祝日の場合は翌日となって慣れていましたのでそのつもりで出すことに忘れ

ていました。 

  ・週が分かりやすい。 

  ・生ごみの他に対して、とてもわかりやすくなった 

  ・経費が掛かるようなら中止にした方が良い。 

  ・祝日でも出せるようになって良かったです。 

  ・働いている人の休日が大変かな 

  ・ただし、周知徹底されてなくて火曜日に出す人もおり、1週間ステーションに置かれ

ていた。特に夏場は悪臭や衛生面で近隣に迷惑であった。 

  ・祝日は収集がない状態に慣れていた。 

  ・カラス対策でシートや網を掛けたりするので、休日だと出かけられない。何個もあ

るわけではないが。 

  ・間違えている人が沢山いた。 

  ・業者の人達に祝日勤務をしてもらうこともない。ゴミを出す市民の側が調整すれば

良いことだと思う。 

  ・月曜はハッピーマンデーで祝日が多いので火曜でも可。 

  ・出しやすいが収集する人達が負担になるのでは？ 

 

問 10 燃やすごみの収集回数は週２回でしたが、いかがでしたか。 

 ●その他 

   ・夏場は 3回あっても良いと思った。（他 10件） 



・3人家族なので週 1回の日曜日に出す。 

  ・夏場の臭いが困った。（他 5件） 

  ・単身生活なので問題ないですが、2人以上だと大変だと思いました。 

  ・週 2回と決まれば習慣で慣れました。 

  ・今夏は特に猛暑だったので特に魚をさばいた後の臭いが凄く 7月、8月は週 3回は必

ずやってください。 

  ・うちについては不便と感じなかったが不便だという人もいた。 

 

問 11 問 10で不便、大いに不便と回答された方にお聞きします。 

（１）具体的にどの点で不便、大いに不便でしたか。 

 ●その他 

  ・夏は週 3回のほうが良い。（他 16件） 

  ・夏の週 2回は臭いが気になった。（他 10件） 

・ハエが集まり衛生上、好ましくない。（他 3件） 

・ごみ置き場が少し遠いので子供に頼んで持って行ってもらうので週 1回にしてる。 

  ・夏に週 2 回は不便と感じた。ごみ袋大を週 2 回出していたが週 3 回は 3 個出してい

たので、ごみ袋代は浮いた。 

  ・理由の中に他の所が２回なのでとあったが、不便になる方に合わせる。退化するの

はどうかと思う。夏の高温や広い家ばかりでなく保管に困るところもあるのでは。 

  ・外泊することが収集日と重なり次回まで大変だった。 

  ・この町内では、ごみステーションがあり便利です。 

  ・週 3 回から 2 回に減り家族が６人家族でしかもオムツ使用者が 2 名もいるとごみの

臭いもあり、今年の夏は家中排泄物の臭いがして大変！ 

  ・7、8月は生ゴミの保管が大変、月曜が祝日で出し忘れてしまうと金曜までないため。 

  ・月曜から金曜の間が長いので火曜から金曜とか間を均等にした方が良いのでは。 

  ・家族の一人は要介護状態でありゴミを出すことができません。私自身は夜勤などの

シフトがり、週に 1回出せないときもあった。 

  ・歳が 80を過ぎているのでゴミの量が重くとても運ぶのが大変でした。生ゴミは新聞

などでその都度包み夏場だったので大変でした。 

 

（２）行政にどのような支援を希望しますか。 

 ●その他 

・夏の燃やすごみ収集を週 3回に戻してください。（他 6件） 

  ・プラスチックは月 3回でお願いします。（他 1件） 

  ・衣類等の収集があったら良いと思う。（他 1件） 

・コンポストや生ごみ処理機は置き場に困る。（他 1件） 



・ルール違反シールが貼ってあるゴミがいつまでも残っている時があります。 

・家電製品以外で 2ヶ月 1回でも何でも収集日があると助かります。 

  ・生ごみ処理機は便利だが価格が高い→現在、1／3 の補助だが 50％出来れば 2／3 の

補助にして欲しい。 

  ・核家族のため、ごみ袋の大きさが今より小さいサイズがあれば無駄にならず週 2 回

でも生ごみも出しやすくなると思います。 

  ・良いことだと思いますが、住宅地の中でコンポストを置くのはいかがなものか。ご

自分の家はうちでも、隣は玄関の前いかがなものか。臭いが嫌です。住宅地の方に

もコンポストを進めているのですか。 

  ・指定ごみ袋の削減のため、大か小に出来る。 

  ・もっと収集日を増やして欲しい。 

  ・老人や障害を持つ人に配慮した方法を考えて欲しい。分別や処理が多く先が不安 

  ・一人一人の心掛けの問題（市民意識と教養の向上） 

  ・ごみを減らすことは大事ですが、ゴミステーションを新設して毎日捨てれると嬉し

い。分別ちゃんとして。 

  ・指定ごみ袋を買うのが負担です。 

  ・モデル地区でない人が出しているのか守られていないことが多かった。前からでは

あるが何とかならないものか。 

  ・収集日を月、木にして欲しい。 

  ・ゴミ置き場は大きいのですが、戸が壊れていたりしても誰も直してくれない。戸の

裏側の針が出ていても誰も知らんフリ。元気であれば直したい。 

  ・スーパーなどへ出しているので利用しません。 

  ・ごみ袋の大をもう少し安くして欲しい。 

  ・ごみ処理業者にとって生ごみ以外はお金になるので、プラスチック、びん、金属等

の回収を頻度にしてもうらう。 

   

問 12 有害ごみ・缶・びんの収集方法が変わったことについて 

●その他 

  ・毎月出せるので、ビンが溜まらないので良かった。（他 2件） 

  ・分けた方がいいのでは？（他 2件） 

・大変良かった。これからも継続して欲しい。（他 1件） 

  ・立会当番がなくなり、気楽に捨てに行けるようになってとても良かった。（他 1 件） 

・日曜収集だと収集時間前の出勤のため出せなかったので平日収集は大変ありがたい

です。（他 1件） 

・平日、朝早い出勤のため、まだ袋が設置されてなく実質ごみを出せなくなった。   

世の中には 9時～5時サイクル以外の人もいるのです・・・。 



  ・燃えるごみ以外の日が多かったので、その点とても便利で良かった。プラスチック

も溜めて置かず、すぐ出せていた。 

  ・びん、缶の収集が平日になったこと。 

  ・缶はスーパーに出せるので、そちらを多く利用している。 

  ・有害ゴミも専用の容器、袋等あれば良い。→透明、半透明の袋が不要→環境保全に

繋がる。 

  ・袋よりもコンテナなどの方が入れやすいと思う。 

  ・勤めてるので（日曜日も仕事）助かります。ごみ袋も高く買わなくてもいい方法は

ないですか？ 

  ・組長が各自年を取るので立会当番が出来なくなるので人がいない方も責任感が出て

良いです。 

  ・びんの収集の時立会当番がいないからラベルを取りのぞいたりビンの中を洗うこと

なく出されていた。 

  ・慣れれば大変さはない。 

  ・分別は日頃からやっていれば良いけど楽してからは、面倒と思うことがある。 

  ・分別に悩んだ時に聞く人がいなく、悩んだ。 

  ・別々の日の収集にしないで、一緒の収集では？ 

  ・立会当番がいないので、ビンのラベル等の取り外しが雑になったように思います。 

  ・立会人がいないので、分別のルール違反が目立ち持ち帰りの指示をするも、いつま

でも残っていて困る。 

  ・今年から居住なので分からない。 

  ・問 11 に関連して有害、ビン、不燃は 2 ヶ月に一度にして 7、8 月に可燃収集を週 3

回にして欲しい。缶は夏場最も多いと思われるので月 1回が望ましい。 

  ・以前は１回出す日を逃してしまうと大変だったが変わったことでゴミが溜まること

がなくとても良かった。 

  ・一度のみステーションに捨てましたが、ほぼ原信などに空缶・ペットボトルは持っ

ていきました。有害物はまだどれが有害物か分かりにくいので檜原に持って行きま

した。 

  ・アルミはお金になるので福祉関係の人達が日曜日収集に取りに来ていましたが、こ

れからはどうなるのか。 

  ・収集日が第○曜日と決まっているので、まとめて準備しておける。 

  ・収集場所を分ける必要がないと思う。 

  ・前は時間が合わない時が多くて出せない時も多かったが毎月だと出すチャンスが多

くて、出しやすかったです。 

  ・缶はアルミとスチールに分別して出す事に慣れたので、少し戸惑いました。不燃物

と有害ごみを混同している方が居るようで周知の必要性を感じました。 



  ・お年寄りの一人暮らし、核家族の増加、仕事時間の不規則化、朝の忙しい時間の長

時間拘束…立会当番はとても困難となってくるのではないかと思う。「日曜日は休日」

という前提で当番にしているのか…？私も主人も日曜日でも仕事です。 

  ・立会当番が居ないため間違った出し方をしている人がいた。きちんとした出し方を

して、立会い当番が以後いらなくなると良いと思う。 

  ・アルミ、スチールの分別はやはり必要なのでは？既に家庭では分別しているので、

回収の場も置く位置等で分けるべきと思います。リサイクルのためにも 

  ・出し忘れないためにもステーションにごみ収集カレンダーを貼り出して欲しい。 

  ・当番制だと町内の各家庭の年齢も高齢になりつつあり大変な事もあり当番制でなく

良かった。 

  ・缶、ビン、不燃ゴミの分別ができない人がいるので収集されずに残される。誰が出

したのか不明のため片付けに困る。 

  ・缶類の分別が不要なのは何故ですか。分別して収集したほうが良いと思うのですが。 

  ・今後、立会当番を行うなら時給を支給するようにするべき。資本主義の日本では当

然の事。 

 

問 13 その他の資源ごみ等の収集回数が増えたことについて 

 ●その他 

  ・収集回数が増え、家庭内に溜めて置かなくても良く助かった。（他 11件） 

  ・プラスチックが多くなったので回数が増えて助かりました。（他 10件） 

  ・びん、缶は同じ日にして欲しい。（他 4件） 

  ・もっと増やして欲しい。（他 2件） 

・収集モデルは良かった。（他 1件） 

・スーパーやヤマノイが近いのでビン以外は資源ごみの回収にあまり興味を持ってな

いため困っていない。 

  ・プラの分類でまだプラ類似品が混じっているのが見受られる。区別の明解化が望ま

れる。 

  ・袋の色も別々にする等、区別して 1回で捨てられる様になれば良い。 

  ・値段シール付きのラップは燃えるゴミそれともプラ？豆腐のパックは？ 

  ・特に感じていない。 

  ・缶、ビン等決められた所へ持っていくのが遠いし面倒だったのが、いつものゴミス

テーションで回収してくれるので助かった。 

  ・過去の収集が良かった。 

  ・以前と変わらない。 

  ・ごみを出し忘れても間を置かず出せるので良いと思います。 

  ・燃えるごみと同じように、プラもたくさん出るので、プラの収集回数が増えた事で、



プラなのに燃えるごみに出してたプラも、プラもプラで捨てる事ができたので、と

ても良かった。 

  ・利用者の利便性も大事ですが、回数が増える事によって経費が挟むのも問題。プラ

ごみなど時々出し忘れますが、溜まった分、かさばらないように圧縮します。貯め

ておくのが困るお宅もあるのでしょうが、ごみが増えないような商品を買うのも工

夫の一つかと思うので、それは各自の対応で。 

  ・収集回数は多い方が良いが日をずらさず 1回で有害、缶、ビンを出せたら良い。 

  ・資源ゴミの回数が増えると、ありがたいです。プラゴミが毎週あると、もっと燃や

すゴミが減る様な気がします。 

  ・ペットボトルはスーパーでも取ってくれる。スーパーへ行くのが大変な方もいるの

で 2 ヶ月に 1 回で燃やさないごみ、ダンボール、びん、有害ごみは毎月多量に出る

とは思わないので 2ヶ月に 1回 

  ・新聞と古紙は同じ日にして欲しい。 

  ・ペットボトルが月 1回あるのは良い。 

  ・ダンボールも月 1回の収集は良かったと思う。 

  ・缶、ビンは他自治体と比べ半分ほどの頻度なので増やして欲しい。 

  ・不燃、ビン、ダンボール、有害は 2ヶ月に 1回で良いのでは、その分可燃にシフト 

  ・収集車が時間より早く回収に来た。 

  ・プラは溜まりやすいので最低でも週 1回は収集して欲しい。 

  ・回数が増えても、スーパー又は檜原へ持って行きました。よく分からない！ 

  ・有害ごみは今まで通り 2ヶ月に 1回で良いと思います。 

  ・収集の回数が増えても、ゴミの量で出すのであまり関係が無いように思う。 

  ・5人家族なので、ごみの量は多い。週 1回、毎週に出したい。 

  ・油よごれ等、非常にきたない物は燃やすゴミにしているが、それ以外は基本的に分

別をきちんとしていると思っているので、収集回数と分別・燃やすゴミの量は我家

においては関係ありません。 

  ・町内でも、段々と年を取ると分別が鈍くなるので大変です。 

  ・収集回数が増えて良いのですが、費用の方はいかがなものでしょうか？少ない回数

ならそれなりに出来るとも思いますが。 

  ・高齢になると判断能力が落ちます。それがゴミ屋敷げと繋がるかと思います。検討

をお願いします。 

  ・ごみが溜まらなくなった。 

  ・資源ごみは本当にリサイクルされているのが怪しい。コンビニなどでは分別したゴ

ミをまた一緒に収集しているとの話を聞いた事がある。 

  ・分別すればする程プラスチック製容器包装は増えカサばるので置き場所に困ってい

たが、月 3回あると助かった。できれば週 1回は収集して欲しい。 



  ・税金を払ってる以上、当然のこと。 


