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調査の概要 

 

■目  的  地球環境に優しい循環型社会を実現するために不可欠なゴミ

減量化を実施するため、より効率的・効果的な生ごみの堆肥化

事業を検討するにあたり実施しました。 

 

■調査対象  住民基本台帳から無作為抽出した 1,000 世帯 

 

■調査期間  平成 29 年 10 月 19 日～平成 29 年 11 月 2 日 

 

■有効回収数 332（有効回収率 33.2％） 

 

■そ の 他  回答実数は、設問ごとに記載しています。 
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図表 1 回答者の居住地区(問 1 回答実数 323) 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 2 回答者の年齢(問 2 回答実数 328) 

    世帯で生ごみ処理をしている方に回答していただきましたが、60 代が最も多く、

次に「70 代以上」と続き、全体の半数を高齢者が占める結果となりました。 

    10 代 20 代については、どちらも回答者が一人という結果でした。    
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図表 3 回答者の家族の人数（調査 3 回答実数 332） 

   家族の人数が「１人」「２人」「３人」などの、少人数世帯が半数以上を占めています。 

   一方 5 人以上の世帯はわずか 19％という結果となりました。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 4 生ごみの処理方法(調査５ 回答実数 319 複数回答) 

    「生ごみ専用袋を使用」が最も多く、次いで「家の敷地（畑等）に埋めている」 

    が続きました。 
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図表 5 生ごみを「生ごみ専用袋(黄色)」ではなく、「もえるゴミの袋」で出している理由 

(調査 6 回答実数 53 複数回答) 

理由として最も多かったのが「匂いや腐敗が気になる」でした。 

次いで「生ごみの袋がもれやすくて使いづらい」が続きました。 
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図表 6 生ごみ専用袋(黄色)に入れて出すことに負担を感じるか(調査 8 回答実数 127) 

   負担を感じている方（「少し負担だ」「とても負担だ」と回答した方）は、全体の 

  約半数を占めています。特に 30 代～50 代の子育て世代での負担に感じる割合が大き

くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 7 「生ごみ堆肥化事業」をさらに推進するために重視する対策 

(調査 9 回答実数 224 複数回答) 

   全体では「生ごみ専用袋(黄色)の強度を上げる」ことが、131 人と最も多い結果とな

りました。次いで「マッシなどの特典を用意する」が 99 人となっています。全世代

においても、「生ごみ専用袋(黄色)の強度を上げる」が最多となっています。 
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図表 8 「生ごみ堆肥化事業」の継続について（調査 10 回答実数 237） 

「継続」「改善して継続」を合わせた割合は、全体で 92％を占めています。 

年代が低くなるにつれ、「改善して継続」が多くなっている傾向があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自由回答 

 

■生ごみ専用袋の使い方の工夫(調査 7) 
 

・スプレ－で虫対策、乾燥して水気を切って出している。 

・水切りかご使用、生ごみ処理機使用。 

・市販の防腐剤を蓋の裏側につけている。 

・地面に小石を敷きその上に生ごみの入った袋を逆さにして重石をして水切りする。 

夏は腐敗と虫で、冬は凍ってしまうので大変です。 

・水切りネットを使用して水分を減らしている。 

・なるべく水にぬれないようにしてベランダで乾燥してから袋に入れる。 

発酵促進剤を入れて腐敗しないようにしている。 

三角コ－ナ－は使わないようにして小さな小物に入れてすぐベランダに持っていく。 

・水切りは新聞に包み、出す直前に専用袋に入れる。 

・臭いなどはコ－ヒ―の出がらしと一緒に入れるとそんなに気にならない。 
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・台所の流しのところにある三角の形の生ごみ入れに一時的に生ごみを置いて水が切れたら入れる。 

・バケツの中にビニ－ル袋（黄色とは別のもの）を入れておき、広告で作った小さい箱に一度バケツの中

へ入れてゴミの日に黄色の袋に入れて出す。 

・水切りをしてすむものだけ袋に入れて出している。 

・まめに出さないようにしている。ゴミを増やさないようにしている。 

・一回の食事ごとに発生した生ごみは水を切り、ビニ－ル袋に空気を抜いて入れ専用の蓋つきゴミ箱に

入れる。（ゴミ箱の蓋の裏に臭いとりを張り付けてある）ゴミ出し当日、もう一度水を切ってから黄色

の専用袋に入れて出している。 

・家の台所に水切り用の網を置きよく水切りしてから袋に入れる。 

外に置くとき、ポリバケツ等の中に袋ごと入れ、バケツごと収集場所に持っていく。 

ざる付きのバケツにいれる。 

・蓋つきのバケツに入れる。 

・三角コ－ナ－で水切りしている。 

・大きな野菜くずは畑に捨てる。 

・水分が多めの時、破れたら大変なので二重にすることがある。 

・水をよく切り袋に入れています。外で肥料などにしてよいとしたところ、イノシシ・ハクビシンなどに

いたずらされてから町に出すようになった。 

・生ごみ専用袋で出す前までは別のビニ－ル袋に入れ仮置きして、水分を出してから当日専用袋に入れ

て出しています。 

・水分の多い生ごみを入れると漏れることがあるので野菜は皮を剝いてから水洗いしている。 

・水分の多い生ごみは水気をよく切ってから捨てている。 

・スイカの皮など水分の多いものは、ゴミ収集日が近ければ黄色い袋に入れて出すが、収集日まで日にち

があるときは水もれしてしまうのでもえるゴミの袋に入れて出してしまうことがあった。 

・ゴミ出しの直前に専用袋に入れて出す。 

・ビニ－ル袋(生ごみ専用袋)を二重にしている。 

・水気をよく切る。 

・なるべく水切りしてから出す。 

・生ごみ専用袋に長く入れておけないので夏場はその都度冷凍してゴミ出しの日にある程度の量になれ

ば黄色の袋に入れて出している。今の時期は別の袋にためおき、ゴミ出しの日に袋を入れ替え出してい

る。生ごみ専用袋が大きすぎる。大きすぎてもったいない。まだたくさん入るのに。 

・臭い防止ではコ－ヒ－の残りかすを入れる。 

・EM菌を振りかけている。 

・夏場は袋をダブルで使用。 

・黄色の袋に入れカラスなどに開けられないよう器に入れておく。 

・水切りをよくする。 

・三角コ－ナ－に入っているのを入れるので水分は抜けている。 

・小さめのプラスチック容器に入れて蓋をして使用しています。 

・収集日まで別の袋で水切りし、当日黄色の専用袋に入れる。 

・蓋つきのバケツに新聞紙を敷いてその上に生ごみをいれた袋入れている。 
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・水にとけやすいため２枚使用している。 

・水切りはざるに入れている。 

・水切りして、冷蔵庫へ（臭い・虫防止）。 

・ゴミの日までおいておく際の臭いを少しでも防ぐために重曹や臭い防止液を使用している。 

・台所で小さな袋にためていていっぱいになったら外の専用のゴミ箱に移動し収集日の前日に黄色い袋

に入れる。 

・二重にしている。ごみが染み出ないようにしている。 

・コ－ヒ－のかすを時々振りかけている。 

・蓋つきのポリバケツに入れる。生ごみが多い時は２枚重ねる。 

・水切り方法として生ごみにぬかを混ぜている。 

・ネットで水切りをした後、蓋つきのバケツに入れている。 

・すぐに生ごみを入れるバケツに入れる。 

・水気のない野菜は発泡容器に一時入れておく。水気のあるものはゴミを入れた容器を斜めにおいて水

分を逃がしてから袋に入れる。冷蔵庫野菜室に置き場を作っておきその都度袋に捨てる。 

・一度ネットに入れ水を切ってから黄色の袋に入れる。 

・生ごみを減らすよう、無駄のないようにしています。 

・専用トレイを使用し広げて乾かし袋にいれるようにしています。 

・専用袋に長時間入れておくと水分が漏れ出すので、回収日に合わせて袋に入れるようにしている。 

・魚の骨は入れない（破れないように）。 

・直前に入れないと袋が溶けるので、夏場は生ごみを冷蔵・冷凍庫に入れている（臭い）。 

・特にありませんが水切りをなるべくよくするように。たまに不十分な時は袋を２枚使用することもあ

る。 

・大きめのプラスチックの桶の中に網目の細かい金網を宙ブラにして、生ごみをその中に入れ水切りし

てから生ごみ専用袋に入れる。 

・水切りのため三角コ－ナ－を使いこまめに袋に入れかえたりしている。バケツを使って臭い防止にし

ている。 

・しっかり水を切って出している。 

・生ごみ用ポリバケツから手軽に生ごみ用(黄色）の袋に毎回入れています。 

・ストッキング用の網でよく水を切り専用袋にいれます。 

・夏場は水分の多いものが多いので袋を二重にしています。 

・ぴったりした入れ物に入れているので臭いはあまり気になりません。 

・水切りをよくしてから黄色の袋に入れる（途中道路を渡っているときに破けてしまった。） 

・臭い防止剤を入れている。（ス－パ－で購入したもの） 

・生ごみ専用のバケツを用意してゴミの日の朝までそこに入れておいて黄色の袋に入れかえて出してい

る。ゴミを出す直前に黄色の袋に入れないと破けてしまうから。 

・ざるで水切りして黄色い袋に入れて出す。 

・専用袋で出すときは袋の底が抜けやすいので野菜の葉を敷き詰めて出しています。 

・ごみ収集日によくしぼってなるべく水気が残らないように出している。 

・レジ袋の底を何か所か切れ目を入れて専用の容器に入れておく、水分が少なくなる。 
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・穴の開いた袋に入れて収集日に生ごみ専用袋に入れかえる。 

・別の袋に入れておいてから黄色い袋に入れかえている。 

・水切り方法（バケツの中に大きな鉢植えに穴をあけたものをいれ、その中に玉ねぎのネットのようなも

のをかけ、生ごみを入れて水を切っている）。 

・水分がたまったり、破れやすくなってしまうためゴミを出す朝に生ごみ用袋に入れています。 

・蓋つきのバケツに入れているから臭わないです。 

・不織布でできている水切袋を使っている。野菜果物の皮は、食べ残し物と別にしておく。 

・臭い防止と虫対策のため専用袋の上をクリップで止める。さらにス－パ－の袋に入れて室内に置く。 

・水分をよく切ってから袋に入れている。 

・できるだけ乾かしてから。 

・生ごみは一度アルミザルに入れ水切りしてから黄色い袋に入れて出す。 

・生ごみ専用のざる（片手ざる）に半日くらいゴミを入れて水切りします。その後黄色い袋に入れます。

夏の間はアルコ－ル液をスプレ－します。 

・生ごみを出す朝までは別の買い物袋に入れておき、当日の朝に黄色の袋に入れてポリバケツに入れて

出します。(新聞紙で水を切る) 

・よく水切りする。 

・水分の多いものは入れないようにしている。夏はすぐに腐るのでコンポストで処理し、生ごみ専用袋は

秋から冬のみ使用している。ただし、イノシシが時々庭に出現しコンポストも倒したりしていくので困

っている。 

・黄色の専用袋に入れる前にいったん小袋に入れて水を切りそれから移し替えている。 

外に生ごみバケツ（小袋に入れた生ごみをいったん入れておく）を用意している。（家の中に生ごみを

おかない、におい・虫対策）" 

・魚の骨など猫が食べようとするので、冷蔵庫に保管している。 

・ビニ－ル袋に入れて、蓋つきの容器に入れ臭い消しを蓋に付けて出す日に黄色い袋に入れかえて出し

ています。 

・生ごみ専用のバケツに入れ、ざるで水切りしてから黄色の袋に入れて出しています。生ごみのもの、出

してよいもの入れてはいけない物を正しく知らせ教えてください。 

・ザルで水を切ってから袋に入れている。（袋から水がしみだすため） 

  

■生ごみ専用袋(黄色)に入れて出すことに負担を感じますか？(調査 8) 

①負担がない理由 

・子供たちにも教えることができる。一緒にできる。 

・黄色い袋より少し小さいバケツを使っているので負担がない。 

・もえるゴミと堆肥にするごみの分別に対する自覚。 

・もえるゴミの袋に入れるとカラスに荒らされ負担になるから。 

・簡単だから。 

・慣れたので。 



11 

 

・ゴミの日に出すから負担ではない。 

・ゴミを分別することで地域の環境美化につながるため。 

・処分する手間はかわらないので。 

・捨てるところがない。 

・ちょっと負担に思うがゴミステ－ションへの配慮が先に。 

・落ち着いて袋に入れれば簡単です。 

・生ごみがたくさんあるときは使用している。 

・分別に慣れてきました。 

・特に感じない。 

・週２回収集に来てくれるから。 

・買い物ついでに生ごみの袋を買えるから。 

・捨てるところがない。 

・ゴミの区別ができ大変良い。 

・他に処分方法がないので。 

・そのまま堆肥になり、再利用されるので。 

・１枚 10 円だから。 

・今は袋も大きくなっているので良いと思います。 

 

②少し負担のある理由 

・水切りしてないと破れる。 

・長時間入れておけない。 

・袋に入れる際、臭う。 

・収集所に車で持っていくので車の中が臭ってしまう。 

・共稼ぎの人は朝大変だと思う。 

・費用の負担がある。 

・夏は小出しにしないと腐敗する。 

・水切りが少々面倒。 

・袋代が少しかかるので。 

・手間がかかる。 

・水切りが大変。 

・たくさんの量を入れると袋がもろく二重して出している。なので野菜くずは畑で一袋で補っている。 

・袋が薄く破れやすい。 

・生ごみ袋の強度、水切り。 

・もえるゴミの袋とは別に黄色い袋代がかかってしまう。 

・袋を切らしたときに出せないときがある。 

・めんどう。 

・真岡地区は生ごみももえるゴミの袋だったので少し面倒です。 

・意外と手間。夏がにおう。 

・朝 8：30 までなので冬が寒く負担。 
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・夏場は保管に臭いが気になる。 

・水を切って袋に入れるのが負担。 

・専用袋が料金が発生するから。 

・もえるゴミは月２回くらいでいいが、生ごみはその都度持っていくので歩きでステ－ションも遠い。 

・もえるゴミにいれている人の話を聞くと、お金を払ってまで・・と思ってしまう。 

・夏は袋がすぐ溶けて漏れてしまうから。 

・ゴミ置き場が遠いから。 

・蓋つきのバケツにいれているけど夏場が大変。 

・当日袋に入れて出すのでそれまで他のところに置いておかなければいけないので。 

・夏には週２回出すので袋代が少し負担です。 

・一週間置くと臭い、コバエ等の発生が気になります。 

・水切り袋から黄色い袋に移しかえるとき、特に夏場などおっくうに感じる。 

・朝の忙しい時間帯に黄色の袋に入れかえないといけないから。 

・収集所の持っていくのが大変（場所が汚れる）。 

・臭いが気になるから。袋の破れが気になるから。 

・夏場の臭いが気になる。 

・別の袋にまとめてから生ごみ用袋に入れかえるため、少しの時はもえるゴミに入れてしまうこともあ

る。 

・破れやすく取り扱いが大変である。 

・別容器に保管するため。 

・購入するのを忘れることがある。 

・ゴミ出しをするときにもえるゴミと２つになってしまうのでちょっと面倒。 

・ごみの日とゴミの日の間の臭いと移す手間。 

・日ごとに袋に入れている生ごみをあけて専用袋に入れなおしているので忙しい日は負担を感じる。 

・夏はちょっと臭い。 

・夏場のゴミの保存。 

・夏場の異臭。 

 

③とても負担のある理由 

・生ごみが破れやすく水分が出るため。 

・面倒。 

・袋の代金がかさむし面倒。 

・水切りが不十分だと液漏れで中身が出たりするので困る。 

・生ごみの各家庭で削減するよう指導する。 

・お金がかかる。 

・出す直前に入れるときの手間と悪臭。 

・ごみとは別にお金がかかる。 

・手間がかかるしゴミ捨て場が臭い。 

・袋が小さすぎるため。 
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・生ごみが出るたびにビニ－ル袋に入れる。収集日に黄色い袋に移し替えている。 

 

 

④どちらとも言えない理由 

・便利な時もある。 

・専用袋に入れて出すことが習慣づいてきた。 

・１人暮らしなので出る量の少なく長く置くのも嫌なので今の袋の半分程があればこまめに出せると思

います。 

・しかたがないから。 

 

 

■生ごみ堆肥化事業推進のための対策(調査 10) 

・生ごみ専用袋の無料配布・利点の PR、どのように還元されるのかを伝える・主婦を味方につける。ご

近所のご婦人の皆さんが生ごみを分別して出していたらそのように出さなければならない雰囲気にな

り出すようになると思う。 

・堆肥化事業についてもっと詳しく知らせることが必要。毎月広報に目を通しているが、堆肥化事業につ

いてほとんど知らない。（堆肥がどう使われているかを含めて） 

・もえるゴミに出している家庭の理由を分析し減らすよう対応する。 

・夏場など腐敗のため汁が専用袋からしみだしてくる。 

・生ごみ専用袋が小さくて入れにくい。 

・やり方が分からないだけかもしれないからイラスト付きで説明してあげる。 

（住まいのケースごとに、アパ－ト暮らし・庭がある・ベランダが小さい等） 

・大きさを倍にする。 

・専用袋をもう少し大きくすればいい。 

・生ごみからできている肥料が無料でいただけることをもっと PR したほうがいい。サラサラで臭いも

ないので使っていてとてもよいです。 

・生ごみ専用袋を使っている方に状況・改善点を聞きより良い方法で進めていくのがよい。 

・町の生ごみ処理の現状（処理量・経費等）を町民に知らせることも必要。 

・現在のところは不自由はないです。 

・生ごみ専用袋の無料化。 

・ごみに収集日にもえるゴミの袋はたくさん出ているのに、黄色い袋はほとんどいない（白いゴミ袋は山

積みなのに、黄色い袋は一つだけとか）黄色い袋を使用して生ごみをきちんと分別している人に特典な

どのように何かメリットがあると分別する人が増えると思う。 

・生ごみは毎日出せないので夏は特に保管について若い人が気にする。 

・袋でなく専用のバケツなどで出せるとよい。外で保管したい。 

・個人的に 2.3 日の保管のため冬期は区別しやすいですが、夏期がどうもやりづらいですね。臭いや虫

の発生が一番の原因。 

・持って行ってもらうだけでありがたい。 
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・生ごみ袋をもう少し大きくしてほしい。 

・マッシを集めて堆肥と交換できるようにしてほしい。 

・組によって集め方が色々あると思うが、今のやり方（小バケツに個人がいれる）ですと空バケツをとり

に行くのを忘れたり、一括収集箱でもあればと思う。 

・環境のことを考えている人に特典があってもよいと思う。やらない人にどうこうでなくやる人に対し

てプラス志向で考えたほうが変わると思う。 

・ゴミステ－ションに毎日投入できるような専用の容器を設置する。なお水切不要の措置も必要。 

・減少しているということはコンポストで肥料にする人が増えているということで悪いことではないの

では？ 

・専用袋の代金を安くする。 

・生ごみともえるゴミを分別することが有用なことを数値して説明すべきと思います。 

・燃やすことと再利用すること、それぞれを経費(数値）で比較し公表すべきと感じます。 

・水切りネットの配布。 

・収集日前からゴミを袋にいれられると手間が省けて助かります。 

・生ごみを黄色い袋へ入れる量と水切りをすることが手間だと思います。我が家はざるに入れて蓋つき

バケツを使用してました。コンポストも狭い敷地だと購入したいとは思いません。家庭菜園の普及を考

えてもらえばどうでしょう。 

・水切りネットごと専用袋に入れられるとよい。 

・専用袋を大きくしてほしい（タケノコの皮・スイカの皮・切り花の処理）。 

・回収日を増やしてほしい(又は毎日）。 

・マッシより袋をもう少し安くしてほしい。 

・益子町のゴミ処理経費の現状や生ごみがどのように堆肥として活用されているかＰＲするのはどう

か？理解が深まるのでは？ 

・以前、役場から配布された水切り器があるとありがたい。生ごみは袋に入れるのはゴミ出し直前に急い

でいれたりするのがなんともめんどう。 

・生ごみを各家庭で削減するように指導する。 

・我が家では今までの袋で大丈夫です。 

・この制度に問題を考えておりません。ただし、この制度を実行することにより町民にとってやりがいを

感じたり、ささいな特典等を考えたらどうだろうか？ 

・生ごみ専用袋の大きさ、リッタｰ数が小さい、経済的に負担。 

・町からの要望があるとすれば、町報などでお知らせすればよい。 

・堆肥化した生ごみを無料で宅配していただけると家庭で使用できるので良い。 

・生ごみ専用のバケツを無料で配る。 

・生ごみ肥料化について、一度も利用したことがないので何とも言えませんが使い方のＰＲなどはもっ

としっかりしたほうがいいと思います。 

・年を重ねるごとに対応が大変になり、分別することもですがそれをゴミステーションに運ぶことが困

難になってきている。今後老人が増えていくので年寄りで不自由な人や、一人暮らしの人がどうやって

対処していけばいいか考えてほしい。私は難しいので自分でできないし、転んだら大変だと娘たちがゴ

ミを持ち帰り処分してくれます。 
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・堆肥化にして野菜花等の肥料とする。 

・生ごみを専用袋あるいは自宅で堆肥化又は水分を減らして減量するキット、ノウハウ含め配布、PR す

る、目に見える化する。 

・生ごみを分けて出すのが手間なのに、お金をかけて袋を買うことに抵抗を感じます。 

・専用袋に入れておくと水分がしみだしたりするのでゴミの日当日に入れるのですが、その手間とにお

いがストレスです。生ごみを入れているバケツごと出せたらと毎回思っています。 

・生ごみ用の箱をゴミステ－ションに設置してはどうか。 

・生ごみの袋が破れやすく、水分も漏れて臭いも気になるので使用しません。 

・自治会・学校・花の愛好者・事業所等への協力依頼及び PR。生ごみ堆肥がただでもらえることの PR。

「道の駅ましこ」に生ごみ堆肥をおいて PR する。 

・ビニ－ルが薄い、水が出る（もっと袋の強度を上げては？） 

・生ごみ専用袋にチャックを付けてあるとよい。 

・生ごみ専用袋を二重にし強化を図ってほしい。 

・みんなが工夫していることを PR する。 

・生ごみの袋が小さくて使いづらい。蓋をできる容器に袋を被せているが袋が小さいとうまくできない。

臭いが出ないよう蓋つきの容器に入れている。シンクのコ－ナ－に張り付ける「ゴミ袋ホルダ－」でも

いいかも。 

・回収日を増やす。財政的に無理でしょうね。 

・専用袋が小さすぎて多い時はお金が多くかかってしまう。袋にお金がかかる。もう少し安くしてほし

い。 

・ごみは当人の責任であるから特典など必要ない。 

・流し台の三角コ－ナ－の生ごみを捨てる袋も専用袋に換えれば捨てるのが面倒でない。 

・生ごみ用のポリバケツのようなものを各戸に配布し回収日にそこに入れて出してもらう。→各戸引き

取りに来る。 

・ゴミ袋にお金を払うことへの抵抗感。田舎には特に強いと思うのでもう少し安くならないか？ 

（名前を書いてもらう、蓋が飛ばないようにする） 

・生ごみの袋が柔らかすぎて入れずらいです。くにゃくにゃします。生ごみの袋が水漏れするものもあ

り、完全には水切りできないので、水漏れしたままゴミ出しに行きました。夏は生ごみに虫が入ったり、

臭いもするので完封できる容器に入れて 2.3 日か一週間保管しました。今は土に埋めています。 

・生ごみ用袋をもう少し大きくしてほしい。 

生ごみ回収 BＯX を設置する。生ごみ回収費を増やす。堆肥化事業について PR する。 

・生ごみ堆肥化事業の内容がよくわかりません。自宅では生ごみの水分をよく切って処理機に入れ畑に

使用しているため現在も処理機の一部負担があるか知りたいと思います。黄色い袋があって回収ごみ

をたい肥化にしているのでしょうね、専用袋の値段にもよると思いますが無料だとしたら多くの人が

利用したり、特典付きというのがいいですね。 

・週２回でなくいつでも出せる場所があれば協力者も増えるのではないか？ 

 

■生ごみ堆肥化事業継続について(調査 10) 
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②やり方を改善して継続したほうがいい 

・改善点などわからないので事業内容を知らせてほしい。 

・もえるゴミに入れて出すのはよくない。燃費に影響する。 

・片づけを頻繁にしたほうが良い。 

・今まで通りでよい。 

・堆肥化した利用方法はどうなっているのですか？町で販売しているのですか？ 

・このまま堆肥化することに賛成。 

・生ごみ再利用も町の色々なために良いと思いますが、もえるゴミ袋ももう少し考えてほしいと思いま

す。まだまだ自宅でゴミ処理（燃やしている）家が多く環境が心配です。袋代がちょっと割高に感じる

人も多いと思います。今後何か特典を付けるとか方法を考えて作ってほしいです。 

・茂木町の方法と同じやり方でやったほうがいい。 

・住民の意識改善、メリットを伝え、分別の意識改善。 

・堆肥化に経費が掛かるのなら肥料を有料化して経費削減しては？ 

・うまくいっているケ－スを周知しては？ 

・今のサイズより小さいものがあったほうが良い。 

・生野菜の切りカスなども入れられるようにしたほうがよい。 

・袋の強度、大きさ等を考えたほうが良い。 

・特に大きなもの、重いものを捨てる場合。 

・強度を上げる、特典を付ける、PR する。 

・袋の改善 生ごみが出た時点で袋に入れてもゴミ収集日まで破けないといいのですが、それが難しけ

れば蓋つき容器を各家庭に配布しそこにためた容器ごと収集場所に出せて中だけ回収していただく。 

・生ごみを出す日を燃えるゴミの日と別の日にして分けて出すようにしたほうがよい。 

・分別する人が少ないので今回のアンケ－ト結果をもとに改善して継続がいいと思う。 

・ゴミ袋の価格をより安くする。 

・強度を上げる。 

・黄色い袋利用者にメリットがあるようにする（黄色い袋を買うと白いゴミ袋が安く購入できるとか）。 

・もう１サイズ大きいサイズもあっていいのでは。 

・運ぶのにも袋だと汚れるので、臭いや虫をどうにかしてほしい。 

・小袋を新たに作ってほしい。入れておいてももれないように強度を上げてほしい。 

・冬期に分別を改めて PR して夏場やめてしまった人に復活してもらうのはどうでしょうか。出さなく

なると出すことを忘れてしまいます。 

・袋を少し長くしたほうがよい、巾はそのままで。 

・袋の無償化。 

・袋の強度を上げたり、特典(肥料の無料券）を用意したりなど。 

・まだ全体的に伝わっていないのでは。 

・堆肥化した生ごみを無料で宅配していただけると家庭で宅配できるので良い。 

・週２回のごみの回収ですので、生ごみ専用の袋を丈夫にしていただかないと破れてしまうようではも

えるゴミと一緒に出さざるをえません。（以前は分けていました） 

・生ごみをたい肥にしてゴミを増やさないことはとても良いことなので継続したほうが良い。ただ使用
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期限があったり、破れやすいのは問題だと思います。 

・袋に水切りできるようにしてほしい（直接使用できるように）。 

・生ごみ専用袋の値下げ。 

・夏場は水を切って家の中に置くと臭うし、黄色の袋も弱いしたい肥にするのはいいと思いますがもっ

と簡単に誰にでもできる方法を考えてほしい。 

・この手紙で初めて知ったくらいなので PR 強化。 

・簡便(誰にでもできる）・効果が分かる(見える化）・作った堆肥がどうなったか。 

・生ごみ袋を漏れにくくする。 

・町民にどれだけメリットがあることなのか、環境にどれだけ優しいのかよくわからない。 

・私の地域は２人暮らしが多いようで、生ごみ用袋は２、３ケくらいしか出ていません。量が少ないとも

えるゴミに出してしまうのか？ゴミステ－ションに１ケ所にまとめられるようになるといいと思いま

す。 

・生ごみ用の箱をゴミステ－ションに設置してはどうか。 

・生ごみの袋を改善してほしい。 

・生ごみを分別して捨てるときに、ポイントカードにポイントが入るようにするときちんと分別する人

が増えると思う。 

・袋の強度。 

・家庭で冷凍庫を使用 保管にそこまでする人は一部。町で資金補助。財政的に無理でしょうね。 

・ゴミステ－ションの生ごみを入れる専用容器にいつでも入れられるようにする。 

・袋代を安くする。" 

・町内のス－パ－やコンビニに回収ボックスなどを設置していつでも入れられるようにすれば毎日捨て

られる。それができないなら廃止したほうが良いと思う。人件費・処理費・経費に見合う事業なのか？ 

・カラス対策をしてほしいです。 

・2.3 日いれておいても破れない袋。 

・一般家庭においても堆肥の使い方良い点がたくさんあることを広く伝える。堆肥をもらえる日ももっ

とわかりやすく知らせてほしい。 

・水切りバケツの配布。 

・生ごみを別にゴミ出しするのは面倒ですが、なにか特典があると参加したいと思います。 

 

③廃止したほうがいい 

・各家庭に生ごみ処理機導入。 

・生ごみももえるゴミの袋と一緒に出したい。 

・益子町だけで真岡市では実施していないので。 

・二人だけの生活なので、2～３日でそんなに出ないので保管しておくため臭いが気になるため。 

・生ごみともえるゴミの分別は大変。 

・堆肥化にかかる経費が多いのでは？又は収益の出るシステムが必要。 

・堆肥の原価が高い。 

・生ごみを分別していない人が多数いる。負担になっている。 
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・家族が多い家は、どうしても生ごみが多いためにゴミ袋と生ごみの袋にお金がかかってしまう。 

・あまり細かくすると高齢者は負担がかかる。 

 

■自由意見(調査 11) 

・茂木町のやり方で高齢者の働く機会を増やせばいい。 

・ゴミの分別は主婦の方の意見に左右されると思う。夫がわけろと言っても作業するわけではないので

主婦を巻き込むような活動をお願いします。 

・自宅での生ごみ処理についても奨励すべき。コンポストに奨励金は出るのか？教えてほしい。 

・生ごみの範囲として、専用袋へどこまで入れるか疑問。 

・大きい野菜くずなどはすぐいっぱいになってしまうため。（現在専用袋にいれていない） 

・生ごみ専用袋に入れるものだとばかり思っていた。任意なら不公平なのでもう少し周知して町全体で

推進する必要があるのでは？ 

・家族全員にどのようにすればいいか理解して実施してもらうようにすると、ゴミを出す人のストレス

も少なくなります。 

・益子町のゴミ処理場がなくなり大変不便。 

・曜日・分別きちんとやっているのに守らない人がいるため迷惑です。 

・コンポストを利用しているので、生ごみ堆肥化事業について知らなかった。 

よりよい方法で継続したほうが良い。 

・袋代金を高くする。 

・普通ゴミとともに焼却するのとくらべコストは？生ごみ堆肥化事業であるなら利益は？ 

肥料にして人件費・経費と利益は？ 

・大小にかかわらず、自家菜園のある人はそこで生ごみを堆肥化しているでしょうから、町営の堆肥化事

業には反対もしないし協力もしない。なぜなら不特定多数の人の生ごみには輸入野菜や果物・農薬の付

着したものが混入するおそれがある。 

・どこでも捨てると環境に良くない。 

・EM 菌堆肥化し始めてから５年になる。家庭菜園も自分で作った堆肥でまた花への肥料もすべて使用し

ている。液体も使えるし生ごみを土へ戻すことができ益子町全環境にすばらしいことだと思います。

EM 菌堆肥化をもっともっと進めたい。 

・自宅で食べる野菜を栽培しているが 2～3 年間は使用しない土地があるので蓋つきポリバケツを家の

外においてためてから穴を掘って埋めて土をかけ堆肥化しています。 

・生ごみ堆肥化事業をやっていること自体知らなかった。ゴミ収集所が遠いので車で行かなければなら

ず面倒。 

・我が家には関係ない。 

・生ごみを出しているが堆肥を使ったことがない。 

・農家の方は自分で堆肥を作ること。 

・犬や猫が食い散らかす。悪臭がする。 

・以前は袋に入れて出していましたがすぐに破れてしまいとても大変でした。今は自宅の畑に直接捨て

るようにしました。 
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・家庭菜園や畑に埋めれば堆肥化につながる。 

・機械式生ごみ処理機は音がうるさくて不眠症になった。補助金を出すなら置く場所・稼働する時間を指

導してほしい。 

・自宅の畑で処理できるので我が家はこのままでよい。 

・生ごみを寝かして肥料にしている。 

・そもそも生ごみを出しすぎる。人参大根の皮など剥く必要などない。卵の殻は庭でつぶせばよい。余っ

たご飯は冷蔵庫で一週間は大丈夫。冷凍しなくても。 

・真岡の人たちに聞きますと生ごみももえるゴミと一緒に出していると聞く。益子のように袋のお金ま

で出しているところはどうなのか？私も一緒に出そうかなと考えている。 

・生ごみが多いため袋で出せない 

・自宅で堆肥づくりに生ごみを使用するので出すほどではない 

・男性の一人暮らしの人は大変だと思います。意識があまりないと思う。黄色の袋は白い袋に比べて非常

に少なく思います。 

・生ごみ堆肥は野菜作りの堆肥として使っている 

・生ごみをバケツに入れていっぱいになったら畑に埋めたり、コンポストに入れて野菜の肥やしにして

いる。 

・生ごみ袋のおいてあるステ－ションを片付ける人はたまに虫がわいていたり水がたまっていて臭い。 
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平成 29 年 10 月 19 日 

各  位 

 

                             益子町環境課 

 

生ごみ処理アンケ－トの実施について（お願い） 

  

日頃より町環境行政にご理解、ご協力をいただき厚く御礼申し上げます。 

さて、毎日出る「生ごみ」の量は、燃えるごみ全体の約３～4 割を占めているのをご存じ

ですか？ごみ減量化には、生ごみを減らすことが最も効果的と言われています。 

益子町では、ごみ減量化のため、そして地球に優しい循環型社会を目指すために平成２６

年度から生ごみ堆肥化事業を実施していますが、家庭系生ごみの処理量が年々減少傾向にあ

ります。 

今後、より効率的・効果的な生ごみ処理について検討するため、住民の皆様から幅広い 

ご意見を頂戴したくアンケ－トを実施いたします。 

お忙しいところ大変恐縮ですが、別紙アンケ－トにご記入の上平成 29 年 11 月 2 日(木)

までに返信用封筒にてご返信くださいますようお願いいたします。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 家庭系生ごみ堆肥化処理量 生ごみ堆肥化にかかる経費 

（袋作成費、収集運搬費等含む） 

平成 26 年度 435,982kg         18,465,312 円 

平成 27 年度 370,391kg             16,958,437 円 

平成 28 年度 320,775kg             15,899,378 円 

問い合わせ 

益子町民生部環境課  

TEL 72-8509 

FAX 72-6430 

E-mail kankyou@town.mashiko.lg.jp 
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生ごみ処理アンケ－ト 
  

 

 

★★世帯で、主に生ごみを処分している方に回答をお願いします★ 

 

該当するところに〇をつけてください。 
【調査 1】あなたのお住いの地区を教えてください(中学校区でお答えください) 

 ①益子地区      ②田野地区       ③七井地区 

   

【調査 2】あなたの年齢を教えてください 

① 10代 ②20代 ③30代 ④40代 ⑤50代 ⑥60代 ⑦70代以降 

 

【調査 3】あなたは何人家族ですか？ 

① 1人  ②２人  ③３人  ④４人  ⑤５人 ⑥６人 ⑦７人以上 

 

【調査 4】あなたの家族構成を教えてください 

  

 

 

 

 

 

 

【調査 5】 

生ごみはどうやって処理していますか？ 

 

① 燃えるごみの袋に入れて出している・・・・・・・・【調査 6】へ 

② 生ごみ専用の袋（黄色）に入れて出している・・・・・【調査 7】へ 

③ 生ごみ処理機（バイオ式含む）で処理している 

④ コンポストで処理している              

⑤ EM菌で堆肥化している             【調査 9】へ 

⑥ 家の敷地（畑等）に直接埋めている 

⑦ その他（             ）                     

   

 

 

 

0歳から 15歳     人 

16歳～64歳     人 

65歳以上     人 
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【調査 6】 

 生ごみを「燃えるごみの袋」に入れて出している方にお聞きします。 

 生ごみ専用袋(黄色)を使用せず、「燃えるごみの袋」に入れて出している理由を教えてくだ

さい（該当するものすべてに〇をつけてください） 

 

① 生ごみの袋に入れるのが面倒 

② 生ごみの袋に入れる時間がない 

③ 生ごみの袋が破れやすく使いづらい 

④ 生ごみの袋がもれやすくて使いづらい 

⑤ 生ごみの袋に入れるため、２，３日保管するため匂いや腐敗が気になる 

⑥ 生ごみの袋に入れるため、２，３日保管するため虫の発生が気になる 

⑦ 出す直前に、生ごみの袋に移し替えるため生ごみに触れるのがいやだ 

⑧ 生ごみの水切りなど大変                        

⑨ 生ごみの袋が小さくて使いづらい 

⑩ 生ごみの袋が大きくて使いづらい 

⑪ その日出た生ごみは見たくないので新聞紙やビニ-ル袋に入れてしまう。 

⑫ ゴミステ-ションに生ごみの袋が出ていないので、出しづらい 

⑬ 生ごみの袋代の負担が大きい 

⑭ その他（具体的に記入してください） 

                         

 

 

 

  ・・・・【調査 9】へ 

 

 

【調査 7】 

日頃、生ごみ専用袋（黄色）の使い方で工夫していることがあれば何でも結構ですので具

体的に教えてください（臭い防止・虫対策・腐敗防止法・水切り方法など） 

  

例 1 臭い防止のため、重曹を振りかけている。  

  

 

 

 

【調査 8】 

生ごみ専用袋（黄色）に入れて出すことに負担を感じますか？（理由もご記入ください） 
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① 負担ではない（理由                       ） 

② 少し負担だ （理由                       ） 

③ とても負担だ（理由                       ） 

④ どちらともいえない（理由                     ） 

 

 

【調査 9】 

現在、生ごみ堆肥化事業の家庭系生ごみ処理量が減少傾向にあります。 

今後、より多くの住民の皆様に生ごみ堆肥化事業にご協力いただくためには、どのような 

対策が必要と思いますか？（該当するものすべてに〇をつけてください） 

 

①生ごみ専用袋（黄色）を使用している方にマッシ(地域通貨)等の特典を用意する 

②生ごみ専用袋（黄色）の強度を上げる 

③生ごみ専用袋(黄色)の使い方を PRする 

④その他（自由にご記入ください） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【調査 10】 

生ごみ堆肥化事業の継続についてどのようにお考えですか（理由もご記入ください） 

 

① 継続したほうがいい 

② やり方を改善して継続したほうがいい 

     改善点について自由にご記入ください 

 

 

③ 廃止したほうがいい 

      理由 
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【調査 11】 

その他、ご意見があれば自由にご記入ください 

 

 

 

 

 

アンケ－トは以上です。ありがとうございました。 

【最後に】 

 アンケ－ト結果につきましては公表を予定しておりますが、回答者氏名・回答内容が特定

できるようなデ－タ集計及び公表は行いません。 

 なお、本アンケ－トの結果は、生ごみ処理の検討資料として活用させていただきたいため、

内容についてご確認させていただくことがあります。 

 差し支えなければ、ご回答いただいた方の連絡先などをご記入願います。 

  

名前                     

住所 益子町大字             

電話番号                 
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