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調査の概要 

■アンケート調査対象地区      花川南２条５丁目の一部地域   １０７世帯 
（戸別試験収集の対象地区）     花川北４条５丁目の一部地域    ６５世帯 

                   花畔２条１丁目の一部地域     ４７世帯 
                   合    計          ２１９世帯 
■戸別収集の試験期間        平成１８年２月２７日～平成１８年３月１１日 

                   (日曜日を除く１２日間) 
 ■収集ごみ             家庭系一般ごみ(粗大ごみを除く) 
 ■収集ごみ袋            黄色半透明(市販４５ℓ) 

■アンケート調査期間        平成１８年３月１１日～平成１８年３月１７日 
■調査方法         郵送返却による調査（無記名） 
■回答数              １４６世帯 
■回答率              ６６．７％ 
■記号の意味            Ｎ：回答者 

                   ＳＡ：１つの回答が出来る質問 
                   ＭＡ：２つ以上の回答が出来る質問 
 
●調査の目的 
 今秋予定している戸別収集に移行した場合の問題点等を検証するため試験収集を実施し

た。その調査研究の一環として、今後の戸別収集を展開する際の検討資料を得ることを目

的として試験収集対象世帯にアンケート調査を実施した。 
 

調査結果の概要 

・ 今回、戸別収集の試験の結果、｢ごみステーションまで運ばなくて良いので楽だ｣と答え

た方が６６．４％であったが、｢カラスに荒らされないか心配｣が６５．８％、「風で飛

んで行くのが心配」が５８．２％でごみの出し方に対する周知が必要と考えられる。 

・ ｢ごみに対する責任感が強くなる｣が６１．６％で戸別収集により排出者責任の意識が向

上することが伺える。 

・ ｢自宅の前にごみを置きたくない｣は１１．０％と比較的玄関先にごみを置くことに抵抗

はないようだ。 

・ ｢ごみステーションに不法投棄がなくなるので良い｣が５６．８％であるが他の場所に不

法投棄されることへの懸念が意見として出ている。また、ごみステーションがなくなる

ことによりステーション当番の方の清掃、特に除雪に対する負担の軽減が意見として出

ている。 
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・ ごみを出す時間は現在と同じ「８時３０分で良い｣が７４．７％で最も高いが、地域に

よっては収集時間が遅くなる場合もあり、ごみを玄関先に置いた状態が続くことに対し

て抵抗はあるようだ。 

・ 今回は２週間の試験収集であったため、「ごみを容器に入れて出す」等の依頼はしなか

ったが４２．５％の方がごみの出し方に何らかの工夫をしている。 

・ 戸別収集によるごみの分別意識については、５４．１％の方がごみの分別に気を使って

おり、｢特に気にしなかった｣と答えた方の中でも、約半数の方が「普段から気をつけて

いる」と答えており、ごみの分別意識が高くなることが分かる。 

・ ごみの減量のため行なっていることでは、「集団資源回収」が８９．７％で最も高く、

地域に根付いているのが分かる。 



問１　戸別収集の試験を行なった結果、どのように思いましたか。次の中から、あてはまるもの

　　　　すべてに○をつけてください。（ＭＡ）

     　１　ごみステーションまで運ばなくても良いので楽だ。 ９７人

     　２　ごみをカラスに荒らされないか心配だ。 ９６人

    　 ３　ごみが風で飛んで行くのが心配だ。 ８５人

       ４　自宅の前にごみを置きたくない。 １６人

    　 ５　ごみステーションの不法投棄がなくなるので良い。 ８３人

    　 ６　ごみの減量を心がけるようになる。 ６４人

    　 ７　ごみに対する責任感が強くなる。 ９０人

    　 ８　その他 １４人

　　今回戸別収集を行なった結果｢ごみステーションまで運ばなくても良いので楽だ｣と答えた方

　が６６．４％と最も高く、次いで｢ごみをカラスに荒らされないか心配だ｣が６５．８％、｢ごみに対

　する責任感が強くなる｣が６１．６％と続いている。ごみを玄関先に出すことに比較的抵抗はな

　いようだが(１１．０％)、カラス害や風害を心配しているのが分かる。

戸別試験収集を実施した結果

14人(9.6%)

90人(61.6%)

64人(43.8%)

83人(56.8%)

16人(11.0%)

85人(58.2%)

96人(65.8%)

97人(66.4%)
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問２　ごみを出す時間は８時３０分までで良かったですか。次の中から、あてはまるものにひとつ

　　　　だけ○をつけてください。（ＳＡ）

　　　１　８時３０分で良い。 １０９人

　　　２　もっと早いほうが良い。 ６人

　　　３　もっと遅いほうが良い。 ２３人

　　　４　その他 ６人

　　　５　無回答 ２人

　　ごみを出す時間については現在と同じ｢８時３０分で良い｣が７４．７％と最も高い。また「収集

　時間に合わせる。」「地区毎に時間を設定する。」などの意見もあった。

問３　ごみの出し方に何か工夫しましたか。次の中から、あてはまるものにひとつだけ○をつけて

　　　 ください。（ＳＡ）

　　　１　ポリバケツなどの容器を使用した。 １２人

　　　２　生ごみを外から見えないようにした。 ３５人

　　　３　特に工夫をしていない。 ８４人

　　　４　その他の工夫をした。（具体的に：　　　　　　　　　　　　） １５人

　　今回、２週間の試験収集であったため入れ物の依頼はしなかったが｢ポリバケツなどの容器を

　使用した｣｢生ごみを外から見えないようにした｣など４２．５％の方が何らかの工夫をしている。

ごみを出す時間について

8時30分で良い
74.7%

もっと早いほうが良
い4.1%

もっと遅いほうが良
い15.7%

その他4.1%
無回答1.4%

ごみの出し方の工夫について

特に工夫をしていな
い57.5%

その他の工夫10.3%

生ごみを外から見え
ないようにした

24.0%

容器を使用した8.2%
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問４　ごみの分別意識に変化がありましたか。次の中から、あてはまるものにひとつだけ○をつ

　　　　けてください。（ＳＡ）

　　　１　ごみの分別に非常に気を使った。 ３２人

　　　２　ごみの分別に少しは気を使った。 ４７人

　　　３　特に気にしなかった。 ６４人

　　　４　その他 ２人

　　　５　無回答 １人

　　ごみの分別を｢特に気にしなかった｣が４３．８％と最も高かったが、そのうち約半数の方が

　｢普段から気を付けているので｣と答えている。又、｢非常に気を使った｣と｢少しは気を使った｣

　を合わせると５４．１％の方が分別を意識した。

問５　出すごみの量に変化がありましたか。次の中から、あてはまるものにひとつだけ○をつけ

　　　　てください。（ＳＡ）

　　　１　ごみ量が非常に減った。 ５人

　　　２　ごみ量が少し減った。 ３０人

　　　３　変わらない。 １０４人

　　　４　ごみ量が増えた。 ４人

　　　５　その他 ２人

　　　６　無回答 １人

　　ごみ量は｢変わらない｣が７１．２％と最も高く、次いで｢少し減った｣が２０．５％と続いている。

ごみの分別意識について

無回答0.7%
その他1.4%

特に気にしなかった
43.8%

分別に少しは気を
使った32.2%

分別に非常に気を
使った 21.9%

ごみ量の変化について

無回答0.7%
その他1.4%ごみ量が増えた

2.7%

変わらない71.2%

ごみ量が少し減った
20.5%

ごみ量が非常に
減った3.4%
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問６　あなたはごみ減量のためどんなことを行なっていますか。次の中から、あてはまるものに

　　　　いくつでも○をつけてください。（ＭＡ）

　　　１　生ごみを堆肥にしている。 ３９人

　　　２　新聞などを集団資源回収に出している。 １３１人

　　　３　トレイを店頭回収に出している。 ５４人

　　　４　牛乳パックを市内の回収ボックスに出している。 ４９人

　　　５　古着、古布を市内の回収ボックスに出している。 ２２人

　　　６　乾電池を市内の回収ボックスに出している。 １０１人

　　　７　買い物のとき、レジ袋をもらわないようにしている。 ３７人

　　　８　剪定枝葉を｢みどりのリサイクル｣の日に出している。 ３２人

　　　９　何もしていない。 ５人

　　１０　その他 ５人

　　ごみ減量のため行なっていることは｢集団資源回収に出している｣が８９．７％と最も高く、次い

　で｢乾電池を回収ボックスに出している｣が６９．２％と続いている。集団資源回収は地域に浸透

　しているのが分かる。

ごみ減量のため行なっていること

5人(3.4%)

5人(3.4%)

32人（21.9%)

37人（25.3%)

101人(69.2%)

22人(15.1%)

49人(33.6%)

54人(37.0%)

131人(89.7%)

39人(26.7%)
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■その他の理由
問１　戸別収集の試験を行なった結果、どのように思いましたか。

・不法投棄が増えるんじゃないですか？

・時間を守るようになる。

・もともと不法投棄が多い地域なので知らぬ間においていかれないか心配。

・猫に荒らされる心配もある。（２）

・中身が見えるのが気になる。

・一軒、一軒集めるのでは人手と時間がかなりかかるのではないかと思いますが。

・雪で最も道路が狭い2月に試験を行なわなければ道路状態はわかってもらえない。

・一人暮らしなので袋が大小あると良い。

・空き地にごみが不法投棄されるのではないか？

・燃えるごみを月、木に出していたがごみの量が少ないので大きなポリを使うまでもなく週１でた

　めて出すのがいやだった。

・中身を人に見られるのがいやだった。

・包装紙や紙袋をごみにしたくない。

・個人情報が露呈するので心配である。黄色の袋の透明度が高すぎて、その家の生活をうかが

　い知れるようで若い女の子は心配である。

問２　ごみを出す時間は８時３０分までで良かったですか。

・9時頃までの方が良い。

・地区ごとに時間を決めてすぐ収集してほしい。

・何時でも良いと思いますが問題はカラスです。

・時間に合わせるのに大変でした。

・戸別にするのであれば大体の時間が分かるのでその時間に出せばいい。

・子供が小さいので朝１０時までは忙しい。

問３　ごみの出し方に何か工夫しましたか。

・外から見えないようにした。

・自宅前に収集箱を作った。

・ポリバケツを用意する予定です。

・外枠のない入れ物。

・雪の降る日は軒下において時間には外に出しました。

・暴風雪、雨に対してビニール袋を二重にかけて止めた。

・外に出て回収するのを見ていた。

・雪があったので雪中にごみ出しと分かるように囲んでおいた。

・もったいない大きさなので生協の袋で出した日が多い。

・紙を意識的に入れないようにした。

・ごみをひとつの袋に集めた。

・風の強い日は袋ごと飛びそうなので雪の穴に置いた。

・オムツのにおいがあるのでビニールを多く使用した。

・なるべくビニール袋を使わないようにした。

・個人の生活を守るために袋を二重に出したので、資源の無駄につながる。

問４　ごみの分別意識に変化がありましたか。

・ポリ製品などかさばらない様重ねて袋に入れた。

・この方法を取るなら、中身が見えないように袋を工夫したりごみをカラスに荒らされないような

　工夫を示してほしい。
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問５　出すごみの量に変化がありましたか。

・ミックスペーパーにより減量することができた。今後も続けてほしい。

・スーパーのビニール袋で出していたが、大きな袋になったのでごみをためてから出した。不便

　でした。生ごみが特に・・・。

問６　あなたはごみ減量のためどんなことを行なっていますか。

・牛乳パックにごみを入れて出す。他、魚、肉のまな板代わりに使っている。

・豆腐のトレイのものの回収もお願いします。

・古切手、リングプル

・牛乳パックは新聞の中に入れて出している。

・牛乳を宅配のびんにしている。リサイクルショップに持ち込む。

8



※今回の戸別試験収集についてご意見、ご感想がありましたらお書きください。

・定められた日、物等をステーションに出さなくなると思う。ごみステーション当番がなくなるので

　助かります。特に冬期間のステーションの排雪は大変である。排雪車が固い雪を置いて行くの

　で高齢者には負担が多く、大変である。月８００円の負担は家族の少ない家は当然ごみの量

　は少ないので少し高額ではないかと感じている。

･家の前にごみを出すのは近くていいけど周りに猫などが非常に多いのですごく心配です。市の

　方で助成金がつくごみ箱等を用意してほしい。

･堆肥にするごみ処理機みたいなものを買入しようと思っている。ゴミ箱を置こうと思っていますが、

　蓋はつけないほうが良いのかどうか迷っています。収集の人が大変なのかもと。

・袋は大小あった方が良い。風の強い時は各戸で配慮すればよい。ごみ収集の有料化について

　財源不足とごみを減らす目的があると思うが心無いものが空き地に不法投棄するのが多くなる

　心配がある。監視体制を強化し罰則を厳しくしてほしい。

･戸別の良い所、悪い所があると思います。各家の前にあっちこっちにごみ袋があり通っている時

　あまり良い感じではない。全戸が定時刻に来るわけでないのでカラスが飛んで行くなど考えなけ

　ればならない事がある。ステーションを利用しもっと係を利用し考えたほうが良い。

・戸別収集にしたら時間がかかるのではないか。ごみステーションに出したほうが時間的によい

　のではないかと思う。

･冬季間の除雪が悪いのでごみ集めを各戸別にしたとき無理が出るのではないか。除雪の問題

　はどうなるのでしょうか？一番の大きな問題と思ってます。それから外の道路等に散らかってい

　るごみ類を拾いステーションへ置いて来ていましたが、今後そのごみ類をどのようにするのか。

　一年に2回の町内会のごみの日では町の中のごみはどうなるのでしょうね。定期に役所で町内

　のごみ拾いをしてくださいますようにお願いいたします。

・大変ご苦労様でした。

･私はナンバー●のごみステーションですが、月･木の燃やせるごみの日は収集が午後になるこ

　ともありカラスの被害が良くありました。今回のテスト期間中は8:30直後には収集していたようで

　すが3/9(木)お隣のごみ袋がカラスにやられていましたのでごみ袋をもっと工夫するとともに、出

　し方についてよい方法を指導願います。ごみの量は有料化すると大きく減少すると思います。私

　もトレイや牛乳パックを回収場所に持って行くことを考えます。

・防風林に不法投棄が多くなると思う。黄色の袋でもカラスに荒らされた。夏場はハエが心配であ

　る。冬季間、現在でも除雪が不十分で回収時間が遅れると雪の下になり未回収が心配である。

･ごみステーションの収集は、午前9時以降になっているが、その日によっては、まちまちで午後

　まで収集されておらずカラスに狙われているのを良く見かけました。今回の戸別収集は8時40分

　頃には収集を終わっており、大変結構と思いました。全市戸別収集が実施された場合、なるべく

　置く時間を短縮するよう地域毎に出す時間を設定することが望ましい。

･私は戸別になったから特にごみの量が増えるとか減るとかは関係がない様に思います。良かっ

　た点はお年寄りが多くなってきたのでステーションの除雪の当番がなくなることです。

･降雪の時、除雪されていないときはどうなるのか。大型ごみも戸別収集してほしい。(ごみステ

　ーションの除雪が大変だから)　除雪車はごみステーションに雪を置いて行かないよう。

･収集時間を決めても(各戸沢山の為)時刻差があるのは当然であるが近所では、道端では雪に

　埋まりカラス被害もあったようだ。生ごみは市の補助を受け生ごみ処理機を購入利用減量に努
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　めている。そこで袋も小さいのもあればよい。30年団地生活になるがいまだ違反ごみに町内悩

　みの種です。有料になるようですから、いい方法を望んでやみません。

･ぜひ本番に移行してほしい。①現在のごみステーション方式では、冬季間の管理はお年寄りに

　は大変です。②戸別方式のほうが、カラス対策も各自責任を持って行うようになると思います。　　

　ステーション方式の場合無責任になりがちです。

･戸別収集は、何のためにやるのか。時間がかかりかえって経費はかかり過ぎないか。やるにあ

　たっては明確な回答を市民に分かりやすく知らせてほしい。実現するのに針金で作ったかごな　

　ど市で斡旋してほしい。

･家族が少ないので有料のごみ袋が大きすぎたので2種類くらいあると便利と思います。燃やせな

　いごみは軽いので風のある日が心配です。時間を守ってほしいです。何時間も道の両側にごみ

　袋が置いてあるのは気持ちよくないですね。1週間のうちごみのない日のほうが少ないですから

　ね。よろしくお願いします。　

・大変楽ですが回収の人たちのご苦労が偲ばれます。わがブロックではごみステーションの当番

　があり、特に冬場の除雪は大変でこれからの高齢化に伴い、いつまでここに住めるか考えてし

　まうこともあります。

･今まで大雑把な出し方だったけど今回の戸別収集で分別辞典を見ながら出しました。これから

　は、もっときちんと出さなければと思いました。戸別収集をしてもらって良かったと思っています。

　ありがとうございました。

･戸別収集になるとごみを集める人がずっと歩いて回収しなくてはならないので時間がかかるし大

　変だと思います。この冬のような除雪状態(道路状態)では対向車とすれ違うことができないし問

　題があるのではないでしょうか。古紙回収で朝出しても回収されず家に帰ってみるとそのままに

　置いてある事があります。ごみ収集でもつい取り残しがあった場合は家にいったんしまって又次

　回ということになるのではないかと心配です。人間のやることなので必ずミスは付き物だと思い

　ます。

・ごみを出してから収集されるまでの間にカラスや子供のいたずらなどが心配。

・家の前は大変楽でした。ただカラスと風を考えなければなりませんね。

･アンケートのため80円以上の税金が使用されるなど心外です。仕事と税金をもっと有意義に使

　用してはどんなものですか。

･短い間なのでよく分からないが袋を大中小とあったほうが良いと思います。袋の厚さを考えてほ

　しいと思います。

･カラスが来て迷惑している。非常に困る。

･家の前に出すのは本当に楽でした。楽な反面風が強い日など飛んで行かないかチョッとごみを

　置いたところを見たりしていました。家の前に置くようになると夏場など置く場所など工夫しなくて

　はと思っています。たとえば小屋を作って入れるとかポリバケツなら風の強い日など飛ばされる

　と困るので入っている時はいいが空になるとまだまだ考える所がいろいろあると思います。

･配られたごみ袋が大きいサイズのものでしたので少量だけ出したいときはもったいないなと思い

　ました。

･トレイ、牛乳パック、古着、古布等年取るともって歩くのが、不自由な体ではできない。以上回収

　してほしい。

･不法投棄がなくなるとは考えられない。逆に防風林などの投棄が増えるのではないか？ごみの
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　町石狩市にならないようあらゆる手段を講じられたい。

･本格的に戸別収集が始まったらごみステーションを撤去してもらいたいです。

･忙しい朝の時間の戸別収集は助かりました。反面、全戸収集となると、収集に時間がかかると犬、

　猫、カラスなどのいたずらで衛生的にはどうなのかと考えると難しそうですね。

･冬季はごみを出した後に雪が積もり回収する人が忘れないか心配です。

･これからは生ごみは堆肥にしたい。この秋有料化になるとのこと、少しでも良い金額設定にする

　よう努力していただきたい。札幌市がまだ無料との事、そちらに持って行く人が出てくる。又、勝

　手に道路に捨てる者も出てきます。

･収集の時間が(全戸をやるようになると)バラけるのでカラス等に荒らされないように工夫が必要

　となる。

･雪のない時だったら良かったが今年のような雪が降ったら回収の人たちが大変だと思う。道路

　の除雪をきちんとすればよいが今年は特にあちこちでごみ収集の車が埋まって大変そうだった。

･黄色のごみ袋の件ですが、色が薄すぎると思います。(防風林が近いのでカラスが荒らすことが

　考えられます）。強風時にはごみ袋が飛ばされたり、積雪時には収集車(員)に負担が多くなった

　りで戸別収集はステーション方式より収集費用がかかるのではないでしょうか？

･問1のその他でも書きましたがもともと不法投棄が(他市から？近所に飲み屋が多くそのごみも

　適当に置かれる)多くごみステーションがなくなると、夜間等に家の前に置かれるのではないか？

　という心配を他の同じような地域の方(飲み屋が多い所)とも話をしています。

･今までどおりごみステーションにルールを守って行けばいいと思います。トレイの様に軽い物は

　風の強い時飛ばされないか時間に合わせて出すのが朝の忙しいときは少々大変です。

･収集の時間が毎日違っているので遅くなるとカラスが来て困りました。ごみ袋が薄すぎてカラス

　から丸見えだと思います。戸別収集は反対です。

･カラスがすぐにごみ袋をあさって大変でした。戸別収集が始まったら対策を考えないとだめだと

　思いました。

･このアンケート自体意図的にごみ戸別収集の利点を求めるもののように感じます。市民のごみ

　戸別収集の欠点を意見として求めその欠点を行政がどう反応、対応して行くかによって、より市

　民の理解を得ていく一手段になるのではないでしょうか。このアンケートでは結局行政が勝手に

　決め決行した･･･という思いのままです。この辺を正して行かなければ市民と行政の解離はさら

　に進むと思います。

･事業主用ごみのように大きなごみにはごみの外側にごみ袋を貼り付けて出しても良いのでしょう

　か？除雪(排雪のこと)が年に1回しか(多くて2回)入らないのでごみのパッカー車が仲通を入る

　のはきびしいと思います。今年も1日に2台は(パッカー車)が埋まっていました。ごみ袋1枚80円

　は高すぎます。(40～50円くらいに抑えてほしい。)

・最初はポリバケツに入れないで黄色の袋に入れただけで外に出していたらカラスに何回も破か

　れて大変でした。

･アンケートに書いた通り出す者にとってはステーションまで行かなくて大変楽でしたが収集の方

　が特に冬は大変なことだと思います。大雪の日とか・・・。そのためには除雪がしっかりと行き届

　いてくれなければ困ると思います。1月～2月に試験収集すると良かったと思います。戸別収集

　を希望します。カラスの被害等については各戸で注意工夫すると良い事ですし、他人に迷惑が
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　かからなくて良いと思います。

･本実施のときは各項目に工夫をしようと考えている。

･今回はポリ袋のまま、外に置いておきましたが、カラスにつつかれるということがあり、アルミ製

　のタンクに入れたり、ごみ専用の箱を作ったほうがいいのかと思いました。以前6ヶ月ほど倶知

　安町にいた時に木くず、生ごみ以外はリサイクルにという考え方で収集していてすごい！と思

　ったことがあります。そこは、町内にあるステーションにみんなで入れていました。観光地という

　こともあり家の前に置くのは商売的にも、美観的にも｢まずい｣のでしょうね。

･ゴミ回収車が来るまでカラスの番をしてそれを見守っていましたが、病院へ行く日と重なれば出

　すのを断念することになります。ネット等は各戸では用意できませんので何か良い方法はないも

　のでしょうか。又、燃やせないごみは軽いものが殆どですから強風にすぐ吹き飛ばされます。冬

　の間は雪かきなどを乗せて重石のようにと考えてみましたがどんなものでしょうか？ごみ収集車

　の方がいろいろ工夫なさっている姿を感謝とともにお礼を申し上げます。

･除雪体制が心配である。収集の時間が守れるのなら戸別でも問題はないと思う。収集の方の負

担増はないのか。

･置く場所が気になった。収集する人は大変だろうなと思った。春以降はカラスや猫が心配だと

　思う。

･私は引越しして来たばかりです。ごみの分別意識が高まったというか責任の上できちっと分別で

　きるようになりました。トレイなどの店頭回収、又、市内回収の案内があればと思います。自身で

も調べていきたいと思ってます。

･これまでの収集ではいくら町内会できちんと決まりを守ってやっても不心得な人は確かにいまし

　た。いつまでたってもなくなりませんでした。戸別収集もひとつの良い方法かとも思います。各自

　でごみを出して収集されるまできちんと管理することは大切なことと思います。その代わり不法

　投棄のようなことがあったらきびしく取り締まっていただきたいと思います。そこの所の監視が必

　要だと思います。

・カラスが待っていてすぐ袋のところに飛んできましたので、容器が網などを袋の上に載せるなど

　工夫が大事だと思います。

・三月の広報の内容と実施(施行)した結果についての意見。

　１．｢戸別収集を決断した理由｣とありますが、誰が決断したのですか。市民の声を広く聞き取り

　　　それを集約し検討してから、ということでなければ税金を使う以上、その必要があると思う。

　１．｢町内会の負担は増すばかり｣とありますが、戸別収集する場合の試算と比較検討した数字

　　　は公開されましたか。

　１．降雪量の多い時期の戸別収集は道幅が狭くなり、車が入れない場合もあり、そうなると収

　　　集員の人件費が(増員が必要となれば)増加、効率が悪くなり、ガソリン代(ガソリン価格は上

　　　下動する)もさらに増加すると思われる。

　１．｢ごみステーションの清掃について｣は毎回、各自で行なうより町内で協力し当番制で行なう

　　　ことが合理的、かつ効率的。

　ただ有料化には賛成します。

　戸別収集は現行ごみステーション収集より費用がかかると思われ、これには反対です。又、町

　内会の協力の下にごみステーションの清掃等が不可能な地区のみ戸別収集を相談し、費用は

　別途、という方法にしてほしい。

　市全体が必ずしも同じ方法をとる必要はないと考えます。(合併により地域環境も違うため)

　有料化には、ごみ袋を購入する形になると思いますがぜひ東京使用(杉並区？)と同じもので。

　様々な意見を聞き取って決断してほしいと願っています。

12



･家の前に置くのはとっても楽でした。収集ご苦労様でした。

･家庭のごみで多いのは、現在ごみとなっているラップ･プラスチック類である。これを資源回収し

　なければ戸別収集になってもごみは減らない。大型ごみが戸別収集になると大変便利である。

　配布されたビニール袋は薄い。(生ごみ、猫砂などの場合)　ミックスペーパーのリサイクルが全

　戸対象になると燃えるごみは激減する。1リットル2円で予定されているようであるがもう少し安く

　できないものか？有料になると指定以外の袋や分別されていない袋を他人の家の前に置いて

　行く不心得物が出るのではないかと心配である。

･カラスだけじゃなく猫にもごみを荒らされ散らかってしまう。戸別収集になるとポリバケツやネット

　を自分で買うのか？収集にお金を取られる様になるなら今のままステーション回収でよい。

･家の前に置くのは良いですが分別に少し気を使いました。

･少量用に小さめな袋があっても良い。(黄色)

･ごみステーションまで運ばなくていいのでとても楽でした。今回は短期間だったので大丈夫でし

　たが本格的に始まった時には、カラスが来ないか心配です。ポリバケツを使うと収集に時間が

　かかるのでは？　個人の家の前にも不法投棄がないか心配です。今回は件数があまり多くな

　かったので割とすぐ収集に来ていただけましたが、収集が遅くなると長い時間、家の前にごみが

　置きっぱなしになるのは、いやだなと思いました。ごみ収集者が道路をゆっくり走るので一般の

　通行車輌のじゃまになっている時もあったようです。

･土曜日の資源物収集の日、隣の物が家の前まで風に飛ばされて来ていたので気になりました。

･ごみの分別はしているようにしてますが、他人からごみのチェックされている感じです。

･問２ですが出してから2時間後の収集では犬、カラスの被害が多い。30分刻みで出させたらよい

　と思う。(地域により)　市民もカラス、犬対策のことを考慮しペール等に入れ出した方が良いと思

　います。

･家の前に置いておくと持って行ってくださいますのでとても楽でした。

･朝、自宅前にごみを出して会社へ行き回収に来るまで留守なのでその間、カラスにあらされても

　後始末をする人がいません。8時30分となっていても、いろいろな理由で遅くなったりして、その

　度に市役所へ電話をかけるのはとても大変です。ごみステーションに鍵をかけて班で当番制に

　してはどうですか？前に住んでいた市ではそうでした。そのため必ずごみステーションの責任者

　がいるのでいろいろな面で、全員が気をつけていました。ごみの分別が違っていて回収されな

　かったら、その週の責任者がきちんと分別しなおして次の回収の時に出します。

･戸別回収は、回収の間カラス等に荒らされないか心配である。又、効率の悪さから経費の無駄

　である。有料化については、月額さほどの金額でないのでかまわないがあまり厳密な区分けは

　どうかと思う。

･市役所の方がいらして｢この町内会がモデル地区(？)になったので････」との説明で黄色い袋を

　いただいた。でも実際は全戸でなくごみステーションにもたくさんのお宅が出していたのでおかし

　いと思った。黄色い袋が届けられた家は何を基準に選ばれたのか、又全戸にしない理由が分

　からないまま2週間が終わったので今も疑問に思ってます。プライバシーを覗かれるみたいでと

　てもいやでした！！

･有料は気になりますが、意識を持って取り組んでいきたいと思います。冬場の戸別収集は有難

　かったです。

･実際に見ていて非常に非効率的で経費がかさむのではないかと心配である。現実的でないよう
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　な気がする。金曜日の日などは風に飛ばされて道路にある袋を何個か拾って片付けたが･･･。

　ごみ袋がどれだけになるのかまったく記されておらず、これも心配である。町内会で言えば特に

　普段からしっかりとごみ出しをしている班を選んでアンケートをとっているように見えるが何のた

　めの調査研究なのかよく分からない。市職員もただ車に乗って付いて歩くだけ。何を考えてい

　るのでしょうね。

･ごみ袋は大、中、小、と区別してほしい。

･古着、乾電池の回収ボックスをスーパーとかに置いてほしい。

･昼間留守にしているためポリ容器等が帰宅するまで始末できないため空き巣などの目に付き

　やすい。各自ごみに対しての責任があるので良い方法だとは思います。役所のほうで手間が今

　以上に多くなるのではないか。

･病気がちにて冬は特にステーションまで運べなくとても助かります。結局プラスチック類はためて

　しまう有様です。家の前に来てくださるとありがたいです。生ごみは夏場はカラスが心配ですね。

･この季節だとカラス、犬、猫の被害が分からないと思う。無意味だと思う。個々の家の前に生ご

　みが何時間も置かれるのは、夏場などはどうかと思う。個人的には戸別収集は反対です。戸別

　収集にしても基本的には個人のモラルの問題なのであまり変わらないと思う。

･問1になってしまうんですが、生ごみを出すのにビニール袋を何重にもしました。又、燃やせない

　ごみは飛んでしまうおそれがあるので網などをかけなくては、と考えました。ビニール袋の黄色

　が薄かったように思われますがどうでしょうか。よろしくお願いします。

･トレイ、缶類、プラスチック等の資源ごみの回収ボックスが地域ごとにあるともっとこまめに分類

　でき、その日の内に出来るともっといいと思う。資源ごみが台所でいっぱいです。

･もし狙っている人がいたら個人情報、その他のことも知られる！

･一番カラスが心配です。

･冬季、特に大雪の時きちんと収集してもらえるのか心配です。

･各自責任を持つので良いことだと思います。リサイクルできるものはなるべくリサイクルにまわす

　ので、減量につながると思います。

･ごみを出す方としては良いのですが、やはりカラスの被害が気になりました。黄色はあまり効果

　はないようです。

･今回は天候にも恵まれ8:30の回収にあまり遅れることがなかったが大雪、吹雪等、回収車が大

　幅に遅れることもあると思う。戸別収集の場合、からす対策、強風でごみの移動等ごみを収納し

　ておくためのネット、収納箱等一考が必要である。長時間家の前にごみが放置されることは一

　番心配です。

･家の前だと特にカラス等に荒らされ収集車が来るまで出かけることもできずこれが実現されるま

　で何か良い方法を考えなければいけないと実感しました。

・ごみ対策ということより体の不自由な人、お年寄りには良いと思いました。ステーションまで行か

　なくてよい点が。

・家計がきびしいのにごみ袋にお金をかけれない。もし決まったとしても乳幼児（オムツ）など子供

　が小さいころは何とかがんばってもごみが多くなるので小学校までは袋を無料にしてほしい（引

　き換え券とか）。本当に戸別がいいと思わない。かえってお金がかかるのでは（人件費）。
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・古着、古布・乾電池の回収ボックスは知らなかった。まだまだ知らなかったことがあります。分か

　りやすく教えてください。

・作業をする方、歩いての回収、冬や雨の日は大変だなと感じました。

・個々の責任を持つために非常に良いことだと思います。ごみに対する意識が出てきました。缶の

　多い家庭には缶をつぶす機械等を安価で提供することにより、がさばらないので収集も楽では

　ないかと思います。

・ご苦労様でした。集める人たちが大変なのが分かりました。(１ヵ所より８ヵ所以上を回るのです

　から・・・。)良い方法が見つかることを願っています。

・ステーション方式とし袋を有料化するとともに中身が露呈しないような袋を工夫してほしい。袋が

　足りない。近所のごみをカラスがつついて引っ張りまわしている光景を見て、袋を二重にしたり

　工夫を行なった。しかし、資源の無駄でないかという気もする。もっとしっかりした袋で、生活が

　分かるほど透明ではない個人の生活を脅かさないものにしてほしい。ごみを減らすのなら、その

　条件で有料化にするほうが効果的ではないかと思う。ごみステーションを利用することが困難

　な独居の高齢者や障害のある方など希望によっては戸別ごみ収集を選択できるようにしたほ

　うが経費の節減になるのではないかと思います。
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