
問 14 モデル町内試行収集の感想を記入してください。（任意記載） 

 

（１）収集方法について 

  

・燃やさないごみ、資源ごみ、有害ごみ、缶、ビンの収集が毎月 1 回あって非常に良

かった。（他 44件） 

  ・プラスチックの収集が月 2回から 3回になったのが良かった。（他 33件） 

・夏場は週 3回にして欲しい。（他 33件） 

・とても良かった。（他 18件） 

・立会当番がなくなり住民の負担がなくなるので良かったと思う。（他 17件） 

・正式に取り入れて欲しい。（他 14件） 

・有害ごみ・缶・ビンの収集が、いつもと同じステーション、同じ時間に出せて大変

良かった（他 10件） 

・週 2回は本当に困った。重いし、とにかく臭くなり大変だった。（他 10件） 

・夏場に出る生ごみの臭いやハエが気になる。（他 9件） 

・缶をスチール、アルミに分別しないで出せるので良かった。（他 7件） 

・資源ごみ（缶やビン）の収集日が休日だと、つい忘れてしまっていたが平日だと、

ごみが出せるので良かった。（他 7件） 

・良い取り組みだと思う。（他 7件） 

・祝日も収集があって助かる。（他 6件） 

  ・家の中がキチンと片付きとても良かった。（他 5件） 

・乾電池や蛍光灯はそんなに溜まらないから有害ゴミは 2ヶ月に 1回で良いと思う。 

（他 4件） 

・夏の週 2 回は不便と感じることもあったけど、ごみを減らすとなるという点では良

かったかも。（他 3件） 

・一度出し忘れても次の間隔が短いので助かる。（他 3件） 

・収集回数が増えたことで、1回の量が少なくなり、出しやすくなった。（他 3件） 

・夏の燃えるごみが週 2回は大変かと思いましたが、工夫して出すようにしたら、2回

でも充分でした。（他 2件） 

・毎日、何らかのごみ収集があるのでごみが溜まらず、とてもありがたい。（他 2 件） 

  ・捨てる分が増える分、掃除当番の回数が増えた。（他 2件） 

・ペットボトルの収集が月 1回あって助かった。（他 1件） 

・回数が多くて良かった。家でまとめて出すだけではなく、スーパーや出せる所に日

頃出すことも努力しようと思った。ごみを減らす工夫もしなければ、と思う。 

（他 1件） 

  ・家でごみ（缶、ビン含む）を置いておく場所が狭いので溜まらなくて良かった。 



（他 1件） 

  ・有害・缶・ビンを出す際、立会当番がいないため出しやすくとても良かった。 

（他 1件） 

  ・プラスチックやペットボトルがかさばらなくなり、楽に出されました。（他 1件） 

・保管が楽になった。（他 1件） 

  ・各収集の曜日が決まっていて分かりやすくて良かった。（他 1件） 

・資源ごみの収集回数が増えたことに対して良かったと思う。その分、燃やすごみが減

った。（他 1件） 

  ・祝日の収集は、外出して居ないので出しにくい。（他 1件） 

・資源ごみの収集が月 1 回となり高齢の人達も出す量が少なくステーションまで出し

に行けるので楽になった。 

  ・ごみを減らせる良い機会だった。 

  ・ごみの分別に意識も高まり結果的に良かった。 

  ・自宅から近いステーションなので歩行困難の高齢者にありがたかった。 

  ・我が町内はごみステーションがしっかりしているので、ハエ等が発生しない。 

  ・可燃ごみは祝日も関係なく月、金と固定したのは分かりやすく良い。※通年固定し

ている自治体も多いです。 

  ・収集に来る時間が徹底していた。 

  ・缶、ビンの立会当番の必要性はなく、モデルで実感できた。日曜仕事を持つ者とし

て廃止を希望。 

  ・1ヶ月ずつ出す曜日も決められていて分かりやすかったです。 

  ・収集回数が増えたのでスーパーに持って行かなくても良かったので助かりました。 

  ・資源ごみの収集がとても良くなり煩わしさがなくなった。 

  ・燃やすごみの収集は週 2で十分。「少ない」という人はゴミを減らす努力をすればい

いと思う。臭いもフタ付のゴミ箱にすれば何も気にはならない。 

  ・分別することにより、自分又は家族が意識して綺麗に洗って捨てたり、資源の大切

さを考えてくれました。ゴミを捨てるにもがさばらないように工夫して無駄にしない

ように（食べ物や、使えるもの）日々生活しています。ぜひこのように収集回収を増

やしてほしいです。 

  ・当初、生ごみが週 2 回の収集で夏場にかけて悪臭が心配で、我が家でも大きいごみ

箱を準備し対策を行った。指定ごみ袋の節約にも繋がり、今となっては問題なく返

って週 2回の収集で掃除当番も少ない。 

  ・分別に対してキチンとできる努力をするようになりました。 

  ・少子高齢化が進むから試行収集のやり方で十分。 

  ・収集回数が増え大変なこともあったが、小屋の中がいつも綺麗になっており良かっ

た。今後もこの回数でやって欲しい。 



  ・色々な面でメリットがとても多いと思いました。 

  ・モデル町内以外の者がステーションに収集以外のごみが置かれていた。 

  ・休日はゆっくり過ごしたいが、ごみ出しがあると、ゆっくり過ごせない。 

  ・有害ごみ・缶・ビンの収集で朝早い仕事なので、前の日から分別する袋がないと出

すことが出来ない。 

  ・年間通じて週 3回の収集してもらえると助かる。 

  ・土日以外毎日何らかの収集があるので勤めていると大変。 

  ・ペットボトルは日曜日に集めて欲しい。 

  ・プラスチックは毎月 2回が良い。 

  ・夏場の 2回はとても困った。2回のうち 1回を出かけるなどして出せないと一週間も

家にごみを置くことになる。 

  ・回数が増えたのと燃えるごみの回数が減ったけど、その家庭により違うと思います。

人数が少ない家庭はごみも少ないし。 

  ・オルゴールを鳴らさなかったため収集が終わった後に出す人がいた。 

  ・毎日のごみ出しに忙しかった。 

  ・収集日に人がいないので、スプレー缶・ビンの蓋等を出していた。当番のとき困っ

た。 

  ・収集場所にカゴや小屋があって前日の夜に出しても良いとなれば、なおさら分別も

ごみ出しも予定が立てやすくなる。 

  ・収集時間の問題で遅く出し放置された。町外の人が勘違いし置いて行く。 

  ・有害ごみを他の集めると一緒でいいと思う。 

  ・燃えるごみ、週 2回の月、金より月、木だと良い。 

  ・月曜から金曜の間 3日が長く感じました。今でも元の朝日地区の方では間 2日にし

て週 2回の回収にしている所もあると聞きました。週 2回にするなら、この間の期

間の見直しが必要かと思わされました。 

  ・プラスチック製容器包装の出し方で汚れている物も入れて出している方もいたので

出し方を再確認する必要があると思いました。 

  ・資源ゴミ等の収集回数を今後増やすように決まってほしいです。他の地域に比べて

著しく少ないと思います。燃やさないゴミやビン類はスーパーでも回収していない

ので現在のままでは大変不便です。 

  ・高齢者が増える中、収集場所が遠くなるのはいかがなものか？普段の収集場の方が

良い。（近くなる方もいますが） 

  ・「他のごみ、資源ごみ等」6月～9月までのカレンダーを見たとき細かく分別されて

いたので仕事が多くて大変。 

  ・全町で収集回数が増えることにより人件費も加算するのでは。 

 



 （２）ごみの出し方について 

  

・ルールを守らない人がいる。（他 4件） 

・出せない物まで出されていることが多々ある様で、ごみの出し方に関心がないので

は？（他 3件） 

  ・燃やさないごみでは、いつも分別出来ていない人がいて当番に迷惑を掛けている。 

（他 1件） 

・有害ごみに立会の人が居ないため危険物（燃えない機物）と一緒に出す人がいて、

注意の用紙が貼ってあっても持ち帰らない。 

  ・収集カレンダーを見ないでいるため、分別日以外の物が多かった。 

  ・ごみーステーションの近くに住んでいるため、収集日以外にごみを出している人が

増えたと感じました。 

  ・指定の収集場所でない方が、たまにモデル町内でないカレンダーで水曜日に生ごみ

を置いて行く人がいて清掃当番の時に困った。 

  ・ごみの分別の曜日をよく見て出してもらいたい。（ペットボトルの日にダンボールを

出す人が多い。） 

   

（３）広報、周知方法について 

 

・分別ルールの周知徹底を願いたい。特に資源ごみについて（他 2件） 

・分別方法等、老人でも分かりやすい収集カレンダーを作ってください。（他 2件） 

・毎日、何かを出すという感覚があり収集カレンダーをしっかり確認するようになっ

た。（他 1件） 

・もっと説明会を設けて欲しい。（他 1件） 

・収集カレンダーを見て、ごみ出しするので大丈夫ですが、高齢の方には理解しにく

い家庭もあるのでは？と感じた。 

  ・お知らせの文書には大きな文字を使って欲しい。行間も広くして欲しい。（他 1 件） 

  ・ステーションに「今日は○○を出す日」の看板があったら良い。 

・ステーションにも収集カレンダーが貼ってあったら良い。 

・試行開始直後は分別間違いなどもあったが、貼り紙などの工夫もありスムーズにな

されていたと思う。 

・中には、旧収集カレンダーを見て出す人がいましたが、割とスムーズに行ったので

はないでしょうか。 

・市民の意見を聞いて下さるのはありがたいが、何でも行政に頼んで自分の家で解決

すべきことも意見として述べる人もいます。トップダウンで良いのではないです

か？ 



・町内で実施要項を丁寧に告知されて良かったと思っています。 

・販売事業者のゴミ減少努力を行政として啓発していく必要が大きいと思います。 

・有害ゴミの時、缶・ビン等があり、分別内容の周知（広報）をもう少しして欲しい。 

・大変見やすかった。分かりやすかった。カレンダーがはっきりして綺麗。 

・通りすがりに置いて行く人（ごみをレジ袋に入れる）への周知をどうするのか。 

・来年度からのルールを指導徹底して下さい。 

・モデル町内専用カレンダーが細かいところまで記載されていたので大変やりやすか

った。 

・カレンダーが 1年分早く配られたため間違って出してる人もいました。 

・文書だけの通知では甘かったのではないのか。 

 

（４）モデル町内を終えて 

 

  ・冬期間を迎えるこれからも続けて欲しかった。（他 8件） 

・非常にありがたいシステムでした。是非とも本格導入して頂きたいです。（他 5 件） 

・収集方法が少し変わっても慣れれば問題ない。（他 3件） 

  ・モデル町内の収集スタイルの方が良いと思った。（他 2件） 

  ・当初は不便になるのではないかと心配をしたが、やってみると大変やりやすかった。

（他 2件） 

  ・新分別収集で良いと思います。（他 2件） 

・10月から元の収集に戻ると、また不便と感じるかもしれない。 

・エコのためにエコバックを持参して買い物をしているのに、モデル期間中は生ごみ

が家の中で臭わない様にするために袋を二重、三重にしていた。そのためにスーパ

ーの袋が必要で、結果エコバックを利用せず袋のために、あえて貰っていた。 

・ごみに対する知識が環境に優しくなり、モデル町内として意識が高まりました。 

・ゴミの減量化として直接はつながらなかったが、今後も意識していきたい。 

・試行して良かったし早く慣れた方が良いので、区長の判断に感謝しています。 

・今回のモデル町内試行収集は非常に良かったと思います。これからもこのことを参

考にして無駄なことは辞め、町内みんなより良い方向に行くことを望みます。 

・実施したすぐ後は間違えて出す人や分別のやり方を分からないで出している人が居

て残された収集されなかったごみをどうすればいいのか困ったことがあった。 

・慣れていない人がいるため何を出して良いのか分からない人がいる。 

・何度か実行してみては。色々大変だと思いますが。 

・ステーションに他の町内の人も共同使用しており、その人達に情報の伝達がなかっ

たため混乱があったように思います。二之町、坂下の３つの収集小屋の右端小屋に

ゴミの収集ルールを全く守らない人と、そのゴミを他の小屋に移す人が複数いて大



変困っています。 

・村上市は収集回数が少なく不便だと思ってたので、ぜひ実施いただけるとありがた

いと思いました。 

・モデル町内になり以前よりゴミの出し方に注意し、ゴミ小屋の汚れがなくなったよ

うに思う。新聞・雑誌等紙紐で十字にしばって出すのが決まりだが、その為の紙ひ

もを購入している。紙ひもでなくても他の布ひも等(布をさいた)で良いことにして

ほしい。業者の手間を考えるのでしょうか。紙ひもを買って出すのは抵抗を感じる。 

・来年度に向けて早めに対応出来たので良かった。 

・町内の方の意識が高く何もトラブルが起きずに終了しました。 

・十分、活用できなかった。 

・週 2 回になったのは周辺の町村の公平性と聞いてますが我が家では室内に生ごみを

置いているため、臭い等に大変でした。野外に生ごみを処理出来る地域と同じにし

なければいけないのですか？ 

・綺麗にステーションを利用していた。 

・我が家のごみの半分がプラだったことに気づかされました。 

・燃やさないごみと有害ごみが割りと少なく、夏場の為もありペットボトルと缶が多

かった。収集回数の参考にして下さい。 

 

（５）要望事項 

 

  ・プラスチックは出る量が多くなり、月 3回でなく週 1回でも良いと思う。（他 10件） 

・ペットボトル、缶は溜まりやすいので回数を増やして欲しい。（他 3件） 

  ・有害ごみ・缶・ビンは今まで通りで良いと思う。（他 1件） 

  ・古着、古布のコーナーもお願いします。 

  ・アルミ缶とスチール缶は別々でも良いと思う。 

  ・燃やさないごみは 2ヶ月に 1回でも良いと思う。 

  ・1週間の中で曜日ごとに収集するごみが定着に行けば、出しやすくなると思います。

予算の関係もあるとは思いますが新潟市辺りは、その様になっていて分かりやすか

ったです。 

  ・他の資源ゴミについては収集とは別に市の管理で常に出せる場所（支所等に）を設

置していただけたらありがたい。 

  ・カラス対策のため毎回（生ごみ時）、ビニールとその上に綱を乗せているが、大変で

ある。設置型のごみステーションを市で設置できないか？ 

  ・食品スーパーなどと連携し持ち込める「ステーション」があると便利。 

 

（６）その他 



・ルール違反者防止のため監視カメラの設置はどうか。 

・新聞、雑誌の回収が同じ日で村上市新町地区があると良い。 

・生ごみ処理機の助成はあるのか。 

・なぜ今頃なのか。なぜ全町内でやらなかったのか、モデル町内をどうやってどうい

う意味があって決めたのか説明が欲しい。差別ではないのか、そんなにゴミが問題

なのか、それより働き方について考えて欲しい。働けど働けど暮らしは豊かになら

ない！パートでは無理！ゴミの収集の仕方で何を目指しているのかわからない。村

上市が変わっても他の市町村が変わらなければ意味がないと思う。 

・very good！ 

・ステーションの修繕資金補助を願いたい。 

・多少の手間が掛かっても資源保護の観点からやっていくべきことだと思う。 

・ごみ袋に名前を書くようにして欲しい。持って行かないごみ袋を管理するのが大変

だ。 

・指定ごみ袋はどうしても買わなければならない。お金の面で負担になる。 

・市内全地区でモデルアンケートを取ったほうが良いと思う。 


