成田市インターネット市政モニター アンケート集計結果
第 70 回のテーマは「ごみの分別・再資源化等に関するアンケート」でした。
配信者数：920 人
実施期間：令和 2 年 12 月 11 日（金）～12 月 21 日（月）
回答者数（回答率）：689 人（74.9％）
性別
(回答者数=689)

男性, (265人）,
38.5%
女性, (424人）,
61.5%

性別
単一回答

人

1 男性
2 女性
全体

％

265
424
689

38.5
61.5
100.0

80代,
(5人）, 0.7%

年代
(回答者数=689)

10代, (8人）, 1.2%

70代, (59人）,
8.6%

20代, (67人）,
9.7%

60代, (87人）,
12.6%

30代,
(148人）,
21.5%

50代,
(117人）,
17.0%

40代, (198人）,
28.7%

年代
単一回答

2 10代
3
4
5
6
7
8
9

20代
30代
40代
50代
60代
70代
80代
全体

人

％

8

1.2

67
148
198
117
87
59
5
689

9.7
21.5
28.7
17.0
12.6
8.6
0.7
100.0

1

[Q1]市の分別区分に従ってごみの分別を行っていますか。
(回答者数=689)

ほとんどしない,
(2人）, 0.3%

行っていない ,
(2人）, 0.3%

一部行っている,
(186人）, 27.0%

すべての分別を行っている,
(499人）, 72.4%

市の分別区分に従っ てごみの分別を行っ ていま す か。

Q1

単一回答

1
2
3
4

人

すべての分別を行っている
一部行っている
ほとんどしない
行っていない
全体

499
186
2
2
689

％

72.4
27.0
0.3
0.3
100.0

【分析結果】
「すべての分別を行っている」割合が７割以上あり、「一部行っている」と回答した割合と合わせると、ほぼすべての方が分別を
行っています。ごみ分別に対する高い意識が見て取れました。
Q1で「1.すべての分別を行っている」、「2.一部行っている」を選択した方にお伺いします。
[Q2]ごみの分別を行うことで、可燃ごみの量に変化はありましたか。
(回答者数=685)
全くなかった,
(24人）, 3.5%

あまりなかった,
(192人）, 28.0%

かなりあった,
(148人）, 21.6%

ややあった,
(321人）, 46.9%
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Q１で「1.すべての分別を行っている」、「2.一部行っている」を選択した方にお伺いします。
ご みの分別を行うこ とで、可燃ご みの量に変化はありま したか。

Q2

単一回答

人

％

1 かなりあった
2 ややあった

148
321

21.6
46.9

3 あまりなかった

192

28.0

4 全くなかった
全体

24
685

3.5
100.0

【分析結果】
分別によって可燃ごみの量に変化が「かなりあった」「ややあった」と回答した方は、約７割を占めており、ごみの分別がごみ量
の変化に一定の効果を上げていることがわかります。
[Q3]分別をする際の問題点は何ですか。
(回答者数=689)
0

50

分別の仕方がわからない

100

150

200

250

300

350

(74人）

分別が難しい

(184人）

手間がかかる

(322人）

分別後に保管するスペースがない

(315人）

収集日が少ない

その他【

】

(158人）

(25人）

特にない

(91人）

分別をす る際の問題点は何です か。

Q3

複数回答

1
2
3
4
5
6
7

その他【

400

分別の仕方がわからない
分別が難しい
手間がかかる
分別後に保管するスペースがない
収集日が少ない
その他【
】
特にない
全体

人

％

74
184
322
315
158

10.7
26.7
46.7
45.7
22.9

25
91
689

3.6
13.2
100.0

】



プラスチックリサイクルの汚れ程度が解らない。



プラの袋に紙のシールがついている、瓶の紙ラベルが剥がれない場合など、どう出せばいいのか分からない。



ビンのラベルや袋についた値段シールなどで、迷うことがあります。



枝等でトゲのあるものや枝の切口で 指定の袋が破けたりしてしまうので 以前のように段ボール箱などに入れられたら
よいのですが。



カンなど、少量しか出ない場合に、各集合体でプールできるようにしてもらえたら、大変助かります。



燃えるゴミ以外はあまり数がないため、一つ出すにも一枚要するが、しばらく保管が必要で困る。



どちらに分けるべきか悩ましい。



分別で迷うものがある。



ゴミ袋を置いておくスペースがない。
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袋の種類が多い。



プラスチックが混ざっていたほうが、よく燃える炉だと聞いて、厳密に分けなくした。



ゴミ袋を別途で購入しなければならない点



現在の方法は、長年の研究の結果であり、良く出来ています。



分別の種類により、一人暮らしには収集袋がおおきすぎる。



分別に迷う。



ゴミの種類の具体的な例の情報を 整理した一覧表が欲しい。



自治会による再生資源の収集活動に月一回一部提出している。



溜まらない。



汚れている時可燃ごみか、プラスチック製品か迷ったりします。



ゴミ袋が大きい。もっと小さいサイズが欲しい。



力が無く分別出来ない。



解体して分別するのが大変。



汚れたプラスチックに問題あり。

【分析結果】
「手間がかかる」「分別後に保管するスペースがない」という回答が、ともに約半数となり、両者が分別の際の大きな問題点で
あることが推察できました。
[Q4]分別の際に参考にしているものは何ですか。
(回答者数=689)
0

50

100

150

200

250

300

350

資源物とごみの分け方・出し方（パンフレット）
(304人）

市のホームページ

(74人）

ごみ分別アプリ（さんあ～る）
】

(101人）
(15人）

分別の際に参考にしているも のは何です か。

Q4

複数回答

人

％

1 資源物とごみの分け方・出し方（パンフレット）
2 ごみの分別ガイドブック

482
304

70.0
44.1

3 市のホームページ
4 ごみ分別アプリ（さんあ～る）

74
101

10.7
14.7

5 その他【

】

全体

その他【

】



参考にしていない



なし



特になし



妻に聞いている



特に参考にしているものは無い



袋に書いてある文字や絵

450

500
(482人）

ごみの分別ガイドブック

その他【

400

4

15

2.2

689

100.0



市役所で貰った分別ポスター



なし



市へ直接問い合わせる



新聞に入ってくるゴミ出しのカレンダー



ごみ分別のポスター



把握できている



ゴミ袋に書いてある絵



ゴミ袋の印字

【分析結果】
市で配布しているパンフレットやガイドブックを参考にしている割合は、それぞれ約７割と約４割であり、多くの方に利用してい
ただいている状況が見て取れました。また、ごみ分別アプリ（さんあ～る）を参考にしていると回答した方は、市のホームページ
を参考にしていると回答した方より多く、平成 30 年 9 月より配信を開始して以来、徐々にその利用について広がりを見せてい
ると感じます。
[Q5]令和2年4月からのごみ収集日変更について、知っていましたか。
(回答者数=689)

知らなかった,
(315人）, 45.7%

Q5

知っていた,
(374人）, 54.3%

令和2年4月から のごみ収集日変更について、
知っ ていま したか。
単一回答

人

％

1 知っていた

374

2 知らなかった

315

45.7

689

100.0

全体

54.3

【分析結果】
12 月のアンケート時点で、収集日の変更から 8 カ月が経過しておりますが、約半数が「知らなかった」との回答となりました。収
集日の変更が十分に浸透しているとは言い難く、引き続き広報、区長回覧やごみ分別アプリ等を通じて、市民の皆さまへ周知
してまいります。
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Q5で「1.知っていた」を選択した方にお伺いします。
[Q6]ごみ収集日の変更について、何で知りましたか。
(回答者数=374)
0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

広報なりた

280

300

(31人）

ごみ分別アプリ（さんあ～る）

】

260

(126人）

市のホームページ

その他【

240

(254人）

区長回覧

廃棄物減量等推進員を通じて

220

(48人）
(9人）
(18人）

Q５で「1.知っていた」を選択した方のお伺いします。
ご み収集日の変更について、何で知りま したか。

Q6

複数回答

人

％

1 広報なりた

254

67.9

2
3
4
5
6

区長回覧
市のホームページ
ごみ分別アプリ（さんあ～る）
廃棄物減量等推進員を通じて
その他【
】

126

33.7

31
48

8.3
12.8

9
18

2.4
4.8

全体

374

100.0

その他【

】



住んでいるところの管理事務所からのお知らせか何かだったと思います。



マンションの掲示板での掲示



マンション管理人からのお知らせ



回覧板



親族



町内会でプリントした物を配布してくれた。



人から聞いて



回覧板



回覧板



ネット検索



収集場所に掲示された収集日表



市議会議員さんの配布資料



収集日の一覧が載っているポスター(各家庭に配られたやつ)



回覧板



マンションの案内



覚えていない

【分析結果】
「広報なりた」でごみ収集日の変更を知ったという方は、約７割となり、広報での周知が有効な手段であることがわかりました。
一方で、市のホームページやごみ分別アプリなどの電子媒体で知った、という割合はともに１割前後となり、あまり人目に触れ
ていない印象となりました。
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[Q7]プラスチック製容器包装の収集日が毎週1回になりましたが、以前と比較して
プラスチック製容器包装の分別をするようになりましたか。
(回答者数=689)
全くそう思わない,
(94人）, 13.6%

そう思う ,
(190人）, 27.6%
あまりそう思わない,
(210人）, 30.5%
ややそう思う,
(195人）, 28.3%

Q7

プ ラ スチック 製容器包装の収集日が毎週1回になりま したが、以前と比較して
プ ラ スチック 製容器包装の分別をす るようになりま したか。
単一回答

人

％

1 そう思う
2 ややそう思う

190
195

27.6
28.3

3 あまりそう思わない

210

30.5

4 全くそう思わない
全体

94
689

13.6
100.0

【分析結果】
「そう思う」「ややそう思う」と回答した方が、全体の約５割となりました。一方で「あまりそう思わない」「全くそう思わない」の割合
もほぼ同割合となり、収集回数以外の要因が、プラスチック製容器包装の分別に関係していることが考えられます。

[Q8]プラスチック製容器包装を分別する際の問題点は何ですか。
(回答者数=689)
0
分別の仕方がわからない

50

100

150

200

250

(158人）

手間がかかる

(320人）

分別後に保管するスペースがない
】

350

(51人）

分別が難しい

その他【

300

(208人）
(38人）

特にない

(135人）
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Q8

プ ラ スチック 製容器包装を分別す る際の問題点は何です か。
複数回答

人

1 分別の仕方がわからない
2 分別が難しい
3 手間がかかる
4 分別後に保管するスペースがない
5 その他【
】
6 特にない
全体

その他【

％

51

7.4

158
320
208

22.9
46.4
30.2

38
135
689

5.5
19.6
100.0

】



プラスチックごみはあるが、汚れているものは回収しないので、結局プラスチックごみは可燃日に出すしかない。



リサイクル条件の汚れ具合と費用は高くなっていませんか?



油や洗剤の容器、色素が落ちない袋などは可燃物としています。



汚れを洗い落とすひと手間がある。



プラスチックゴミが軽すぎて、保管しにくい



リサイクルマークの付いたものだけでなく、紙以外のものはすべて含めるべきだ。



汚れを落とす手間が弁当箱などはかかるので、可燃ごみにする場合がある。



汚れがついたものを洗うのが大変



洗わないといけなかったり、シールが貼ってあるとダメだったり、制約が多い。



洗うのが手間



洗ってもどこまでなら匂いなど残っても大丈夫なのか不安で、洗っても結局可燃ゴミで捨ててしまう。



袋が有料



汚れを落とさないといけないので手間になる



汚れ具合か判断が難しい



プラ表示の文字が小さい



汚れを落として分別するか、迷う場合がある



油とかで汚れている容器は、容易に一般ゴミに回してしまう。



分別後の保管期間が長いので匂い、または猫などに荒らされる。



紙のシールが貼られている場合は剥がさなければならないところ。



容器を洗う手間と分別が合っているのか



容器の汚れを洗浄すること



具体例を整理した一覧が欲しい。材料が複数使用されている容器



自宅食事が増えたので プラスチック容器の排出が多い



なかなか一袋溜まらない



洗浄に水資源や紙資源を使うため、優先順位がプラゴミだと思って洗っているが、何とかもっと良い方法はないかと思う。



汚れの度合いで可燃かプラにするか？がわかりづらい



お弁当容器等きたない状態では出せない。シャンプー容器等ニオイのきつい物は出せない。



汚れがある時



プラスチックについた紙のラベル等は完全に取り除くのか



プラマークはあるが、全部は洗えない



包装に関してメーカー側の工夫が不足しているほか販売店固有のシールのはがしにくさ



今も可燃ごみと分けてはいるが、持ち込みの時は同じ焼却炉に放り込む。最後に理由を書きます。



年のせいで目が良く見えないしハサミやカッターなど使えない

8



容器の汚れを落とす手間がかかる



洗って出せるものと、可燃物で出すものの区別に迷う。(可燃で出すと楽だけど、再資源化も考えると分別しなくてはなら
ないし)



プラスチック用ゴミ袋の新たな購入



「汚れているもの」の判断。



ふたはどうするか分からない

【分析結果】
プラスチック製容器包装の分別における問題点で、最も多かった意見は、「手間がかかる」、次点で「分別後に保管するスペー
スがない」でした。汚れや匂いを落とす必要があり、対象物がかさばる傾向にあるプラスチック製の容器や包装の特徴を反映
した問題点だと推察されます。

[Q9]市では、紙類の分別促進を目的として、11月から雑がみ保管袋を配布しております。
雑がみ類保管袋の配布についてご存じですか。
(回答者数=689)

知らなかった,
(351人）,
50.9%

Q9

知っている,
(338人）,
49.1%

市では、紙類の分別促進を目的として、11月から 雑がみ保管袋を
配布しておりま す 。雑がみ類保管袋の配布についてご存じです か。
単一回答

人

％

1 知っている

338

49.1

2 知らなかった

351

50.9

689

100.0

全体

【分析結果】
過半数が「知らなかった」との回答となり、雑がみ保管袋の配布について、周知が不十分であると思われます。雑がみ保管袋
の利用を促進し、さらなる資源化を推し進めるためにも、引き続き市ホームページやごみ分別アプリ等を通じて、市民の皆さま
へ周知してまいりますとともに、廃棄物減量等推進員の各種会議、施設見学や市主催のイベント等でも配布を行ってまいりま
す。
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Q9で「1.知っている」を選択した方にお伺いします。
[Q10]雑がみ保管袋の配布について、何で知りましたか。
(回答者数=338)
0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

広報なりた

(202人）

地区回覧物

(127人）

市のホームページ

(14人）

ごみ分別アプリ（さんあ～る）

(12人）

廃棄物減量等推進員を通じて

(11人）

その他【

Q10

220

】

(51人）

Q9で「1.知っている」を選択した方にお伺いします。
雑がみ保管袋の配布について、何で知りま したか。
複数回答

人

1 広報なりた
2 地区回覧物
3 市のホームページ
4 ごみ分別アプリ（さんあ～る）
5 廃棄物減量等推進員を通じて
6 その他【
】
全体

その他【

％

202

59.8

127

37.6

14
12

4.1

11
51
338

】



届いたから



ポストに投入してあった



ゴミ捨て場で見た



ポストに入っていた



リサイクルプラザでもらった



忘れてしまった。



住んでいるところの管理事務所からお知らせを頂いた



近所の図書館（公民館）に行った時に、入口の所に置いてありました。



公民館



公民館で貰った



公民館で勧められて



ポストに投函されていた



もりんぴあに置いてあったのを見て



リサイクルプラザに行った時に置いてあった



公民館での配布



Twitter



ポスト



配布された



現物がきた



もらった



子ども会のリサイクル活動



公民館においてあった
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3.6
3.3
15.1
100.0

240

260

280

300



届いた



母から



リサイクルプラザでいただいた



モリンピアから家族が持って帰ってきた



公民館にて



もりんぴあ



公民館に置いてあったものを夫がもらってきた



もりんぴあに置いてあるし、知ットク出前講座で講師が持参したので。



保管袋が直接投函されていた



モリンピアにあった。



三里塚コミュニティセンターで実物を見て



公民館で配付していた



いつの間にか家にありました



雑紙処理袋を見て



自治会で世帯ごとに配らなければ行けなかった。



公民館に置いてあると知人に聞いた。



知人から



実家で使っていて知った



公民館で見て知りました。



もりんぴあで現物を見て



地区の集積所の掲示



配布所



市役所で配っていたのを見た



ゴミ処理場でもらいました



ポストにゴミ袋が入っていた



公民館においてあるのを見た



もりんぴあにて



ポストに入っていたので



市役所に行った時、たまたま目にした

【分析結果】
雑がみ保管袋の配布について、約６割の方が「広報なりた」で知ったとの回答であり、広報が周知において有効な手段である
と考えられます。また、「その他」について、公民館やコミュニティセンターで配布を知ったという意見が散見され、人の出入りの
多い場所での周知も同様に有効であるとわかりました。
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Q9で「1.知っている」を選択した方にお伺いします。
[Q11]雑がみ保管袋を利用していますか。
(回答者数=338)

利用するつも
りがない, (93 している, (104人）,
30.8%
人）, 27.5%

これから利用したい,
(141人）, 41.7%

Q11

Q9で「1.知っている」を選択した方にお伺いします。
雑がみ保管袋を利用していま す か。
単一回答

人

％

1 している

104

30.8

2 これから利用したい
3 利用するつもりがない
全体

141
93
338

41.7
27.5
100.0

【分析結果】
雑がみ保管袋を利用「している」「これから利用したい」と回答した方が、全体の約７割となりました。多くの方が雑がみ「保管袋
の使用について肯定的であることが見て取れます。

Q11で「1.している」を選択した方にお伺いします。
[Q12]雑がみ保管袋の利用以前と比較して、雑がみ類の分別をするようになりましたか。
(回答者数=104)
全くそう思わない。,
(8人）, 7.7%
あまりそう思わない,
(12人）, 11.5%

ややそう思う,
(22人）, 21.2%

そう思う ,
(62人）, 59.6%
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Q11で「1.している」を選択した方にお伺いします。
雑がみ保管袋の利用以前と比較して、雑がみ類の分別を
す るようになりま したか。

Q12

単一回答

人

％

1 そう思う
2 ややそう思う

62
22

59.6
21.2

3 あまりそう思わない
4 全くそう思わない。
全体

12

11.5

8
104

7.7
100.0

【分析結果】
雑がみ保管袋を利用の利用により、以前より雑がみの分別をするようになった、と回答した方は、「そう思う」「ややそう思う」合
わせて約８割となりました。
雑がみを分別する機会を保管袋という形で提供することが、分別の促進につながったと思われます。

[Q13]雑がみ類を分別する際の問題点は何ですか。
(回答者数=689)
0

20

40

60

80

100

分別の仕方がわからない

120

140

160

180

200

(214人）

分別後に保管するスペース・入れ物がない

(232人）
(45人）

特にない

(180人）

雑がみ類を分別す る際の問題点は何です か。

Q13

複数回答

その他【

260

(76人）

手間がかかる

】

240

(102人）

分別が難しい

その他【

220

人

％

1 分別の仕方がわからない

102

14.8

2
3
4
5
6

76
214
232

11.0
31.1
33.7

45
180
689

6.5
26.1
100.0

分別が難しい
手間がかかる
分別後に保管するスペース・入れ物がない
その他【
】
特にない
全体

】



個人情報の扱い



どこで分別袋を配っているのか分からない



雑紙がよくわからない



まず、雑がみ袋が配布されてない。



雑がみ保管袋は、移し替えるなら便利さを感じない。そのまま捨てられる袋がほしい



利用するメリットがわからない



個人情報の入ったものはそのままで大丈夫か不安



入れ直ししないといけない点。



雑紙保管袋から再度別の梱包をしなければならない。そのまま出せたら良い。



雑紙保管袋に入れてもまた出してまとめて捨てる手間がかかる
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280

300



雑紙って何ですか？



封筒の窓に使われているセロハンなどを取り除くのが面倒な気がします。



保存袋も不要の雑紙を利用している為、保存用の新しい袋がもったいない



紙の表示があるのに出せないものがあるため、分別意欲を減少させる



細かい紙類を入れて捨てる袋がない



配られていない(三里塚光ヶ丘在住)



ホチキス止めを外すのが大変



トイレットペーパーの芯は燃えるゴミとして出したい



分別後に保管するスペースがない



雑がみ類の分別による効果が判らない。（もっと PR が必要）



捨てる際の、紙袋と紐の掛け方。



今は紙袋があるが、資源削減で入れ物がなくなる



そもそも存在を知らない



保管袋から別の袋へ移す 2 度手間が厄介である。



読売新聞の古紙回収を利用している



町内会のリサイクル活動に出すので雑紙は発生せず



知らなかったし、今もなんのことかわからない



分別した雑がみをわざわざ紙袋に入れ縛らなければいけないので



保管袋支給ではなく雑紙ゴミ袋を作って可燃物回収日に回収して欲しい。



捨てる際に入れるための不要な紙袋が家にない。紐で縛るには縛りづらい。



保管袋の使い回しが手間



町の収集には出していない



全く知らなかった。明日にでも市の窓口担当者に聞いてみます。



廃品回収で出す



雑がみは大きさが均一ではなく束ねても落ちてしまいます。私は雑がみ保管袋が配布される前に、古新聞で雑がみ保管
袋を作ってそのまま束ねる方法をしていたので、再利用目的で配布された雑がみ保管袋は使い辛いと思います。



町内回覧時などに分類袋の配布をしてほしい。取りにいくじかんがない



毎週回収してほしい



分別しても、再度袋に入れ直さなければいけないから



個人情報の漏洩



捨てるための紙袋がない



ボックスティッシュの取り出し口部分の分別が少し面倒



紙に記載された個人情報等がある場合 1 枚ずつ分けなければならない

【分析結果】
雑がみの分別における問題点で、最も多かった意見は、「手間がかかる」、次点で「分別後に保管するスペースがない」でした。
また、「その他」の意見で多かったのが、集積所に出すための紙袋がない、というものでした。雑がみを出す際のひと手間や雑
がみ自体がかさばるという特徴をあらわした回答となりました。
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[Q14]令和２年度事業として、雑がみ保管袋の配布を限定的に行っておりますが、
今後も雑がみ保管袋の取組を継続した方がよいと思いますか。
(回答者数=689)
全くそう思わない。,
(41人）, 6.0%

あまりそう思わない,
(179人）, 26.0%

そう思う ,
(254人）,
36.9%
ややそう思う,
(215人）, 31.2%

Q14

令和２年度事業として、雑がみ保管袋の配布を限定的に行っ ておりま す が、
今後も 雑がみ保管袋の取組を継続した方がよいと思いま す か。
単一回答

人

％

1 そう思う

254

36.9

2 ややそう思う
3 あまりそう思わない
4 全くそう思わない。

215
179

31.2
26.0

全体

41

6.0

689

100.0

【分析結果】
雑がみ保管袋配布の取組を継続した方がよいか、という問いについて、「そう思う」「ややそう思う」と肯定的な回答をした方は
約７割でした。

[Q15]収集日の変更や雑がみ袋の配布に伴って、ごみの分別や資源化への意識が
変化しましたか。
(回答者数=689)
全くそう思わない。,
(62人）, 9.0%

あまりそう
思わない,
(221人）,
32.1%

そう思う,
(137人）,
19.9%

ややそう思う,
(269人）, 39.0%
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Q15

収集日の変更や雑がみ袋の配布に伴っ て、ご みの分別や資源化への
意識が変化しま したか。
単一回答

人

％

1 そう思う
2 ややそう思う

137
269

19.9
39.0

3 あまりそう思わない

221

32.1

4 全くそう思わない。
全体

62
689

9.0
100.0

【分析結果】
「そう思う」「ややそう思う」と回答した方は、全体の約６割となる一方で、「あまりそう思わない」「全くそう思わない」の割合は約
４割となりました。市民の皆さまのごみ分別や資源化への更なる意識の醸成を図るため、今後も継続して、周知・啓発を行って
まいります。

【Q16】その他、市の環境行政について、ご意見等ございましたらご記入ください。（自由記述）


今年は税収が少ないのに雑紙回収袋なんてすぐに捨てられそうなものを作ってすごくもったいないなと思いました。



雑紙収集について、詳細が周知されてない。各家庭に案内を配布してほしい



燃えるゴミの収集日を週３日にしてほしい。ペットボトルについては、スーパー等で回収している。袋を買ってまで出すこと
は現状ではしたくないのが本音です。



できる範囲で、分けています。スーパーのポイントにも、変換し楽しいです。



回収日が増えたので、助かっています。ゴミの収集の方は大変だと思いますが、分別に協力して少しでもゴミを減らしたい
と思っています。いつもありがとうございます。



年度当初の地域別収集日の一覧が探しにくかった。



成田市はかなり細かくゴミを分別している印象です。ですが、いくら私が頑張ってもなかなか家族の協力が得られないこと
が我が家の問題点です。やはり市民ひとりひとりの意識が大切だと気付かされます。



紙がみの袋は、今後ずっとではなく、皆が周知してくれるようになってからやめてもいいと思う。私は、トラックで回収してく
れる個人回収者がポストに回収日を知らせたチラシを入れてくれるので、段ボールにまとめてこのチラシを貼って玄関先
に出しています。出した量によって市の指定ごみ袋を数枚いただけるので、win win です。



可燃ごみの収集日がもう 1 日でも増えるとありがたい。特に夏場は 3～4 日前の生ゴミを家に置いておかなければならな
いのは辛い。富里市の某地域のようにゴミポストを導入してほしい。莫大な費用がかかるので不可能かとは思うが…。雑
がみ用の袋を配布していることや、令和 2 年 4 月から収集日が変わることを知らなかった。雑がみ用の袋はどこで手に入
るのか知りたい。(家にある紙袋でも十分事足りる気もしますが。)



成田市に引っ越してきたが、転入届を提出しに行った際、成田市のゴミ袋や分別の仕方のパンフレット、アプリの案内な
どたくさんもらえ、そして、どれも丁寧に詳細に書かれていて分かりやすかった。慣れるまでそれを見ながらゴミ出しが出
来た。環境への配慮はこれからも頑張って行けたらいいなと思う。



ごみを再資源化することは、環境保護の面からも、これからも続けていくべきだと思う。



雑がみ袋を配布したり、プラスチックの回収を週 1 にしたり、成田市のゴミ収集に対する関心を感じました。ゴミ収集の事
業の変化により、ゴミをきちんと分別する人が増えると思います。



ゴミの種別の細分化は良いことだと思いますが、実際問題、住宅が狭く保管スペースの確保が難しい。せいぜい住宅内
では 3 種別程度の分別が限界です。



雑紙袋があれば、プリント類なども分別するが、名前は書いてあるものもいれてよいのか悩みます



ビン・カンも毎週回収にして欲しい



トースター、ホットプレート、学習机、タンス等々、捨て方がわからず困っています。
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雑がみ袋の実施は良い事だと思いますが、限定的の為なのか、袋が配布されておらず協力したくてもできません。できれ
ば、地域全体に配布していただけるとありがたいです。



雑がみの回収袋はどうやって配布しているのか。手にしたことがない。ゴミの分別は気を付けているが、回収袋があれば、
可燃ごみはもっと減ると思う。



以前は雑がみを分別して出していたが、前に一度ウチのだけ回収されてないことがあった。今までと同じやり方で出して
いたのに何故回収されなかったのかわからず、それ以来分別はやめた。



公津の杜モリンピアで雑紙袋をもらいに行った。 各部屋１個として、申し訳ないと思うが、それによって、ノートの紙、コピ
ー紙を直ぐその袋に入れられるので気に入っている。



ゴミの集積場所のネットをかけても、カラスがつついていました。もっといい方法がないのでしょうか？



ルールが複雑で細かく、正直よくわからない。また硬直的で多様なライフスタイルに対応できない。言い方が悪くて恐縮だ
が、お役所仕事だと感じる。インセンティブもないので、あまり意識が高まらない。



コロナで、近所の人と話す機会が減り、情報を見逃していました。



以前からきちんと分別している人は、収集頻度が変わってもあまり影響ない。



ビンのラベルは剥がす、プラスチックのラベルもできるだけ取り除くなど、日常的に行っているが、どこまでやるのか・・明
確に分からない！ 個人的には洗剤容器、食用油容器、プラスチック容器の汚れているものは可燃物としています。



コロナの影響で自宅にいる時間が多くなった為、ペットボトル飲料の使用が増えたので月に二回ではたまりすぎるので回
収日を増やして欲しい。



当方では、リサイクル活動を実施しています。業者の収集量について疑問があります。市では、収集量について適正であ
るか確認をしていますか？此れからも汗を流しながらリサイクル活動に勤めて参りますので宜しくお願い致します。



雑紙収集袋はもらったことがないです。



アルミホイルが不燃ごみというのが、解りにくい。ごみの分別の仕方に書いてない。



紙の分別は住所や氏名などが入っているチラシ等も多く、ほとんどシュレッダーで細かくして可燃ゴミで出す事がほとんど
です。それに対して専用の袋の配布はお金の無駄ではないでしょうか。



雑紙の袋はどうしたら手に入れられるのか、周知が足りないと思う



雑紙保管袋は私には不要だと感じた。保管しても何かに移し替えなければならないのなら、はじめから紙袋に入れますし、
なぜわざわざ作ったのかなと思ってしまいました。



分別をきちんと守らない人が多いので徹底周知が必要である



他の自治体と違い、粗大ごみの持ち込みの際に料金が掛からないのが素晴らしい。



雑紙保管袋は何度も使用すると、破けるのではないか。紙の保管袋は他の代用で出来るので、必要性が薄い。分別回収
はもっと実例を挙げて、広報してほしい。市民に対して、ごみ収集に積極的な広報が必要。自治会未加入の市民にはど
のように広報するのか。プラスチックもいろいろな種類があるが、もっと積極的に実例を挙げて広報してほしい。PET PE
PS PA PC ポリエチレン アクリル樹脂 AS 樹脂

ABS 樹脂 PVC 等々あるがすべてが捨てられないであろう。紙も表

面処理してあるのはダメだろう。要するに何が大事かは、ごみを分別することによって、清掃工場が処理しきれないごみ
の量を減らすことによって、民間処理施設に余分な税金を投入する事を無くす事、ごみの減量化によって CO2 排出量を
減らすことが重要である。リデュースが一番大事である。ゼロカーボン都市宣言をした成田市は、ごみ行政が他市よりも
遅れている。この事が足を引っ張っている。ごみ非常事態宣言を出すべきである。市民がもっとごみの現状を知るべきで
ある。積極的にいずみ清掃工場に見学して、ごみ処理の現状を把握すべきである。各自治会長、区長、議員、正副市長。


以前から、ゴミの分別に関心があり分別をしている。最近、雑紙保管袋ができたが、雑紙保管袋のまま出せるなら良いが、
結局、紙袋を用意して雑紙を出すので、雑紙保管袋を作るお金が無駄だと思う。



雑紙回収の際、紙袋に入れないといけないとのことですが、紙袋も極力貰わないようにしているのでいつも困っています。
そのまま紐で縛って出せるようにしてほしいです。



家庭内での分別は、分けるほどスペースが必要になる。これを収集時の分別等で解決しないと分別は進まないのではな
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いでしょうか。


雑がみについては、保存袋と一緒に子供たちに話したところ、理解出来て分別についても意識が高くなりました。1 つ気に
なるのは、プラゴミですが 1 ヶ月に出す量が以前に比べて増えてしまった気がします。週一での収集は、とても感謝してい
ますが、もう少し家庭で出さない工夫を考えなくちゃなーと感じます。



雑紙の袋が単に仕分けするだけの袋なのはおかしいと思っています。そのまま捨てられるものでなければ、二度手間だ
し、意味がわかりません。仕分けの仕方を描いたものを配布して、雑紙用はそのまま捨てられるものでなければいらない
です。



私の地区では、１０～１５軒に一箇所の割合で１箇所のごみステーションがあります。カラスや猫がごみ袋を破るのを防ぐ
ためにネットが用意されています。以前は問題無かったのですが、私どもの地区では、最近、以前は１区画だった家を取
り壊し、２軒家を建てて売却するケースが増えて家の個数が増えています。そのため、ネットからゴミ袋がはみでて、カラ
スや猫がごみ袋を破りあさっています。また、新しく越してきた方は、ネットをかけない方が多いので困ってしまいます。こ
のような、問題があることを市としても承知おきください。



雑紙保存袋の存在は知っているが、新聞を取っていないので、広報誌を読む機会がほとんどなく、入手方法がわからな
い。ネット等でもっと発信してほしい。



一番多い可燃ごみの日が増えると助かる。年末年始や大型連休だけでも。出張や不在が多く事前にゴミだしすると一番
迷惑なのが可燃ごみなので（プラなどは匂いがでないしカラスが荒らさないため）



燃えるゴミやプラ以外でもゴミを出せる回数を増やして欲しい



タバコのポイ捨て禁止を強化してほしい



地域によって ゴミ置場のサイズを考えてほしいです。またカラスなどの被害もあるので、対策を考えていただきたいです



そもそも、量が少ないので、わざわざ分別すると手間暇かかります。



近所でもカラスがゴミ収集場所を荒らす被害があって困ってしまいます。自治会に問い合わせても個人で管理して下さい
と言われてしまい困った事がありました。朝からゴミ収集で頑張っている方も困っていると思います。街の美化にも良くな
いことだと思います。なので、少しでも良くなるような対応をお願いしたいです。



私は、雑がみの分類は、以前からしています。今回の取り組みは、とても良いと思いますが、実際に出す時に、別の袋に
入れ替えする点は、不便に感じます。そのまま出せるようにして欲しいと思います。



雑紙保存袋という存在を知りませんでした。自治体等ないので知る方法は市のホームページしかないと思われます。マメ
にチェックすれば問題ないと思いますがつい忘れてしまうのでもっと簡単に知る方法がほしいです。



プラスチック容器に貼られているラベルがきれいにはがせないものがあるが、どこまで残っていてもいいのか分からない。
あるいは容器の汚れはどこまで許されるのか分からない。わからないものは全て燃えるゴミにしているが、明らかにして
ほしい。明治牛乳の紙パックに、注ぎ口のプラスチックは紙回収事業者で分別できると書いているが驚きだった。プラのリ
サイクル事業者は、紙ラベルや汚れはどこまで許容できるのか、明らかにしてほしい。



ゴミの分別は必要だと思います。ゴミが出ないようにする事が大事だと思います。しかしながら、良い考えが浮かびません。



雑紙保管袋はどこで手に入れられるのですか。



燃えるゴミ以外は、そんなにごみが定期的には出ないため、一つ捨てるにも一枚袋が必要になるのが難点。小さい袋を
安価で売っていただくか、何か方法を考えてほしい。



富里市と同じごみ処理工場を使っているが、収集や分別方法が違うと聞いている。統一しないと効果が減少する。統一し
た取り組みが必要だ。雑紙袋は大変良いが別の梱包を必要などの手間がかかる。効率的な仕組みが必要。化石燃料を
使わない発電など、成田の自然を利用した CO2 削減の取り組みと合わせ、ごみ問題を粘り強く市民に訴えて下さい。



雑紙保管袋に入れても、捨てるときにまたそこから取り出して分類して捨てるという手間がかかるので、保管袋ごと捨てら
れるようにして欲しい。



雑がみ保管袋は、そのまま出せないのであまり意味がないと思う。わざわざ別の紙袋などに移すなら、はじめからその紙
袋に保管するので。プラゴミが週に 1 度になったのはとても良いことだと思うが、プラゴミを出している人がすごく少ないの
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で、もっと啓発していく必要がある。洋服や布類のリサイクルについて、いつでも出せる場所があるといいと思う。牛乳パッ
ク、トレイ、缶ペットボトル、紙類は、スーパーでリサイクルとして出せるので、洋服や布類も同じようにスペースを設置して
ほしい。不要品の交換会、こども用品のお下がり会など、ごみにするには勿体無い物を寄付、回収して欲しい人に譲るイ
ベントを定期的にやってほしい。こども館でやっているのは年に２回程しかないので、月に 1 回など頻繁にやってほしい。
リサイクルセンターは遠いので、市役所や保健センターなど人が来やすい所でやってほしい。ゴミを減らすためにできるこ
とが、もっともっとあると感じます。


雑紙収集袋を活用して、今まで燃えるゴミとして出していた物を、雑紙として出す量が増えました。さらに燃えるゴミの量を
減らすために、雑紙として収集したものはどのような処理をするのかを知らせることにより、分別への理解者が増えるので
はないでしょうか。



雑がみ保管袋は今後も継続して欲しい。



妻が以前の分別方法にこだわって、変えようとしないので、何が変わったのか具体的、かつ簡潔な啓蒙を積極的にお願
いします。



高齢者社会になってきているので、分類の仕方など、大きくわかりやすく、地域ごとにあればいいと思う。曜日などわかり
やすくするため。また、分類例イラストの見直しも、必要とおもわれる。



一人暮らしの高齢者が増える中、粗大ごみの回収は申込をして指定日にゴミステ－ションまで運ばなくてはならないが、
大型のごみを高齢者が一人で運ぶこと等出来ない。例えばタンス等大型粗大ごみは、自宅まで取りに来てほしいもので
す。多くの市で自宅まで取りに来る制度となっています。是非ご検討ください。



雑がみ分別の袋を各家庭に配布してほしい



町内会でも月一度リサイクルできる物の回収もしていますしスーパーでも回収してもらえるのでゴミの量はかなり減ってい
ると思う。



プラスチックで汚れているものは可燃物に入れています。きれいなプラスチックゴミはなかなか貯まらず、保管場所に困っ
ています。



冬の可燃ごみがカラスに荒らされて道路が汚いです。可燃ごみが減るのが一番いいのですが、改善が難しいのであれば
回収場所を大きくするか、ネットをかけるか、回収時間を早くできれば嬉しいです。



ゴミ収集場は地域によって異なっていると思う。当日出せない時もあるので、時間を決めて前日でも出せるとありがたい



集積場によっては、ネットだけの場所があって烏、猫などが散らかす。



いただいた雑紙袋ではなく、新聞の回収袋に雑紙を入れてリサイクルしています。また、プラスチック、ビン・カンのゴミ袋
が大きすぎるので、小さいサイズでもう少し枚数を増やすか値段を下げて販売してくれるとちょこちょこゴミ出ししやすくな
って利用頻度が高くなると思います。今のでは大きすぎるので、いくつかサイズを選べるようにしていただきたいです。ご
検討お願いします。



雑紙保管袋から手持ちの紙袋に移すのではなく、そのまま捨てられる雑紙保管袋なら利用したい。現在は手持ちの紙袋
に直接入れてそのまま捨てている。保管袋からゴミをうつしかえるのは面倒。外出して買い物をする機会も減り、手持ち
の紙袋も減っているので、そのまま捨てられる雑紙保管袋が欲しい。



雑がみの袋など、各世帯に配ったほうが、意識が変わると思う。意識のある人だけがもらいに行っていては意味がない。



雑かみ袋。配布も活用方法もよくわかりません。もっと宣伝して欲しいです。活用も考えたいです。市のゴミアプリを活用し
ていません。別のアプリです。市のアプリのメリット余り考えませんでした。そこにあったのかな。



ゴミは当日朝、8 時 30 分までにと書いてありますが、仕事で朝は出せず、前日の夜 10 時ごろに鍵付きの収集所に出す
のですが、近所のおばあさんが袋を開けてチェックするのが嫌だわ。分別は間違っていないし、時間は仕方ないと思いま
す。 収集してくれるお仕事、ご苦労さまです、ありがとうございます。



紙類は段ボール、新聞、雑誌、雑紙の 3 種と考えていいのですか？



今のところ、市の回収方法に満足しています。粗大ごみも、何度かお世話になっております。これもまたありがたいです。



ゴミの保管スペースをそんなに取れないので、小さいサイズのプラ用ゴミ袋が欲しい。燃えるゴミの日が２日では少ないの
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で、３日にして欲しい。ゴミの回収日が変わったことを一切知らず、気付くのにだいぶ時間がかかった。


家は新聞をとっていないので？ごみの日にちが増えたことや、雑紙のことは全然わからなかった。



資源ゴミ、（カン、瓶）（ペットボトル）（雑紙）の袋については、市販の透明袋で可としていただきたいです。以前に住んでい
た自治体（岡山市）では、そのような扱いでした。つまりは、資源ゴミは処理して市の財源となるものは、市販の透明袋で
出せるようにしていただきたい。資源ゴミ袋が有料のため、可燃ゴミに混入したり、コンビニに持ち込んだりする人が少な
からず居ると思います。雑紙、段ボールについても、現状では可燃ゴミの日に出しても回収されますが、可燃ゴミの日に
は回収しないようにし、かつ市販の袋やヒモで縛ることで搬出可能とすれば再資源率が向上すると思います。



雑がみ分別袋を使いたいが、配布場所まで取りに行けない。小学校などでも配布してもらいたい



子供達にも分別を学ぶ機会が、学校などであると良いと思います。



ゴミの分別については、住民への周知が足りないと思う。ゴミ集積場には収集日で無いのに一杯で収集日のゴミを置けな
いときがある。



ゴミ袋購入が嫌です。



ゴミの分別は、やる方も、処理する方も大変だと思いますが、地球を大局的に見てどうしても必要な事と思います。毎日の
多すぎる新聞広告など、また食料の半分が捨てられている状況を見ると、何とかならないものかと心が痛みます。日本人
は真面目な人が比較的多いので、少しでも地球の役に立てれば日本の誇りですね！



ゴミの収集日が変わったことをこのアンケートを通じて初めて知った。広報なりたを確認したいと思う。情報発信が少ない
ように感じた。



ペットボトルの回収日をもっと増やして欲しい



指定の曜日にゴミを出しても回収しない時があるので、収集業者に徹底して欲しい。また住宅街には、富里市日吉台のよ
うなゴミ収集所があると良いと思う。



ゴミ問題は自治体も大変かと思いますが、あまり複雑にすると不法投棄が増えるような気がします。



雑ガミ収納袋から手持ちの紙袋に移すのが面倒。収納袋のまま出せればいいと思う。



もっとやってます！感を出さないと市民には届かない



雑紙の袋があるとは知りませんでした…。全世帯に認知の為、一世帯一袋配った方が、認知度が上がると思います。



ごみ収集の日の変更があった際は多くの住民が知れるようにしていただきたいです



ペットボトルと缶も週 1 収集だと助かります。プラスチックの特大サイズの袋がほしいです。



雑紙袋でそのまま収集に出せたらいいと思う。入れ換えなければならないなら始めから入れないという人だらけです。



雑がみ保管袋はそれでそのまま出せるなら使えるかもしれないが、保管用に特化するのなら他のものを用意すればいい
だけの事なので、わざわざ必要のないもの。税金のムダ。



プラごみが週 1 になったのは大変ありがたいです。あとは分別しづらい商品パッケージが多く、行政と企業が連携して分
別しやすいパッケージが広がってもらいたいです。



雑紙の袋配布知りませんでした。ちゃんと配布して頂ければ可燃ゴミ減ると思います。



元々ゴミの分別に関心を持っている市民に啓発は不要であり、関心のない市民は啓発にも興味を示さない。住民が主体
となって互いに啓発し合うのが効果的であり、リサイクル活動の助成金を増やすなど、行政はバックアップに徹したほうが
良いのではないかと思います。また、資源回収に積極的なスーパーなどの小売店を支援するのも一つの方法になるので
は。モラルが欠如しがちな外国人や若者を如何に取り込むかが課題ではないでしょうか。



プラごみの日に出すものが難しい。プラのリサイクルマークが付いているもの以外のプラスチックのごみの出し方がわか
らずに、いまだに青袋に入れている。



雑紙保管袋について入手の方法など知らないため、教えて欲しい。雑紙はまとめることが難しい。



粗大ごみの収集を増やして欲しい。



出す方の市民が しっかり分別出来るよう 市からの呼びかけが必要だと思う



基本的にリサイクル出来る物は買い物の時にスーパーに持って行きます。雑紙の収集日がいつかよくわかりません。い
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ずみ清掃工場の CO2 対策はいかがなものでしょうか？


きちんと細かく分別されていないゴミも散見されますが収集してくれています。便利ですがこれでよいのかどうかは疑問が
あります。



市内の事業所で働いているが紙のゴミを可燃ゴミでかなり排出している。家庭ごみに比較して事業所のゴミは量も多いの
で、そちらの雑紙をリサイクルに出せるようにして欲しいと思います。



成田市は他の都市、地域に比べ綺麗で良く整理されていると思う。しかし、一部の住民は環境問題に全く興味も関心もモ
ラルも無い。そういう一部の住民への啓蒙活動が必要であるが、それをやるのは非常に難しい問題だろう。いつも感謝し
ています。ありがとうございます。



私のエリアでは、紙類ゴミを細かく分類されている家庭が少ないように思います。確かに仕分けは面倒ですが、もっと出し
やすい工夫が必要かと思います。また、きちんとルールを守っていても生ゴミはカラスに狙われやすいので、何らかの対
策をお願いします。



可燃ゴミの収集日が少なくすぎる。



リサイクル出来るゴミを、持ち込んだらポイントがもらえて、貯まったら、クオカードなどがもらえる様なシステムを作ってみ
たらどうでしょうか？



収集後にどうなるか知りたい。



ゴミの集積場が公民館のみの為（地域にもよると思いますが）年寄りの場合自動車で運び、山と積まれた高い位置に積
み上げる時はとても大変です。



雑紙、現在は紙袋に入れて出していますが、買物時の紙袋も有料化されて、だんだんストックが少なくなって来ました。雑
紙の配布している袋がどんなものか確認したいと思います。



紙類用のゴミ袋も販売してほしいです



都内から移り住んだ者ですが、ゴミ袋を収集品別に購入しなければならないのがとても面倒です。色分けや環境保持の
ために必要だとは感じていますが…共通ゴミ袋のような物に出来ないのでしょうか。また、10 枚入りではすぐに無くなって
しまい買いに行く手間もかかる上、新型コロナウイルスの影響もありなるべく外出を避けたい為 30～50 枚入りなど大容量
の規格のゴミ袋が欲しいです(値段は問わないので)何卒ご検討願います。



ゴミの分別は以前から行っているが、刃物関係を出すときは、危ないのでビニール袋に入れる時に気になる。土屋交差
点近くの新しく出来た道路の成田ニュータウン方面下り坂の道路はゴミが散乱している



ゴミの収集場所に容器の設置が決まらない。網では烏の被害が有るので不衛生！困っています



紙袋に移してゴミに出すなら最初から紙袋を利用すればいいだけで、雑紙保管袋は経費の無駄遣い！！との意見を聞き
ました。



素直に可燃ごみの焼却所の拡張や新しい施設の検討を。



配布して頂いた「雑がみ入れの袋」は以外と場所をとり、利用していないのが現状です。（丈夫な 紙製ショッピングバッグ
を立てておいて、その中に雑がみを入れるようにしています。） 別件、廃棄物減量等の推進についてですが、長年続け
ているせいか、廃棄物減量等推進委員の活動がマンネリ化しているように感じます。非常勤特別職として報酬を得ている
だけの活動が為されているのか 疑問に思う時があります。年度初めの講習を受けて終わりではなく、名称どおりの活動
が行われているのか確認されるか、又は、この制度の見直しをされては如何でしょうか？



ペットボトルや空き缶などは、専用収集袋が勿体ないので(金銭的のみならず資源としても)、スーパーマーケットや公共施
設などに回収箱があるといい。一方で、入れる方のモラルとマナーも重要だが。市政ではないが、ドイツのように、デポジ
ット制で、回収機に戻すと返金とか金券(クーポン)で還元、だと回収しやすいのだろうが。



分別はゴミの量を減らすには大事であり、もっと訴えるべき。一方、回収側も利用者に分別訴えるばかりではなく、回収後
に簡単な分別方法の開発を模索すべき。



1.ペットボトルゴミ袋の特大サイズを取り扱う店舗が少ないので、増やして欲しい。
2.ビンカンゴミ袋の特大サイズを設定して欲しい。上記が実現出来ないのであれば、収集日を増やして欲しい。
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3.ごみ集積場所のかごに、「◯丁目以外の人は利用禁止」などの貼り紙を見かけるが、これはかごを大きくするには限界
があり、集積場所不足が原因と思われる。他市のように歩道スペースや公園スペースを活用することで、かごを設置しな
い集積場所を認めることにより、自治会にかごの置き場所を探させる今のやり方は負担が多いので、認めるべきと思う。
今後ますます高齢化が進む中、徒歩圏内に集積場所がないのは問題だと思う。
4.成田市は事業系のゴミ量増加の割合が多いと広報資料にあったはずなのに、なぜ家庭系ごみの減量の啓発ばかりで
事業者向けの啓発をしないのか。また、啓発しているのであれば、なぜその姿を広報でアピールしないのか。
5.リサイクルプラザは活用できているのか。他市のように、各公共施設に譲る側と欲しい側の情報掲示板設置をするとか、
WEB 等で設置してみてはどうでしょうか。またシルバー人材センター等を活用し回収したらどうか


雑紙を捨てる時、紙袋を探すのが意外に手間で、紐で結わえるのも難しい。面倒だな というのが正直なところです。「雑
紙保管袋」ではなく「雑紙ゴミ袋」を配った方が浸透しそうだけれど、それでは本末転倒かもしれないですね。難しいです。



私は、分別を心掛けているが。周りの友人はしていない人が多すぎる。やはり、ゴミを保管する場所がないのと面倒だか
らと言う人が多い。ゴミ袋場所は２個。燃えるゴミと燃えないゴミ。または、燃えるゴミとビン缶ゴミ。 そんな友人も居ます。
置く場所がないのであれば、燃えるゴミ以外は出して置いても良い等の、何か対策が必要かもしれません。紙ごみ保管袋
は、そのまま出しても良ければやるという意見もありました。また、プラスチックの分別(洗剤等の空き容器)が、わかってい
ない人も多いです。自治会に加入していない為、回覧板で周知するにも難しく、新聞も取っていないので広報でも周知困
難。お年寄りは、分別方法が変わったのを知らないのか、理解していない人もいました。子供を持つ親は、子供から指摘
させて分別に興味を持たせるなど。別の角度からのアプローチが必要かもしれません。地球の為、もう少しゴミの出し方を
考える人が増えて欲しいです。



雑紙を入れる紙袋の取っ手は取るのに、紐で結ぶのはどうしてでしょう？ビニール紐でいい？この最後の工程がとにかく
面倒！紙ガムテープで止めるとか、段ボールに入れて出す方がいいです。プラは、収集日が増えて良かったです。洗った
後乾かすスペースがあまり無いのと、トレイの若干の臭いは出して良いのか迷います。集めた後、どういう事にリサイクル
されているか気になります。



リサイクルを第一に考え、ペットボトルや缶、紙類は、なるべくゴミを減らすよう心がけています。スーパー等のリサイクル
に持って行きますが、リサイクルできる場所が増えたらいいと思います



雑紙袋を沢山使うことになることが 問題点だと思うが、他の紙袋に入れかえるのは手間なので 雑紙袋ごと回収してもら
えたらと思う



雑紙保管袋の配布で意識は変わりました。ただ保管袋からまとめて出すのが面倒で…。ほかのゴミ袋のように、これに入
れて出してという形の方が続けやすいかなと思っています。



色々頑張っていると思う。粗大ごみの出し方、高齢者にとって重いものは出したくても出せないのでそのままになっている。
ごみ集積場に運ぶのが大変



雑がみ袋どこで手に入るんですかー？燃えるゴミに入れて捨てちゃってます。



リサイクルで回収されたゴミはどのように再利用されているのか、もっと広く伝えていただけると、環境対策の一助になっ
ているといった市民の意識が上がり、更にリサイクルが進むのではないかと思います。



リサイクルするプラスチックやガラス瓶のシールがはがれ難く苦労するので、水をかけるとすぐはげる接着剤に変えるよう
に行政指導して頂きたい。



1、ごみ減量推進委員の活動が担当者により変化がある（取り組み姿勢）。勉強会等でその重要性を指導してほしい。
2、リサイクル団体を地区に一団体は欲しいと思う。啓発活動を今以上に活発化して欲しい。



・雑がみ袋が配布される前から、月 2 回の改修日に特に燃やせるゴミとの区別をしながら分別しています。雑がみが結構
あることに驚き、またこれが再利用されると思うと役立っている感があり助かっています。なお、スーパー等でもリサイクル
箱を設置して、ポイントをためるなど取組がすすみつつありますが、我が家ではポイントよりも出しやすさで、今は市の取
集を利用しています。
・ゴミ減量の策として、最近野田市の例を新聞で読みました。一定数は無料で配布してそれ以上は有料とするーこれはひ
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とつの方策かもしれないと思いました。配布の手間等もありますが、それよりも上回る削減とコスト減につながれば‥と思
います。 以上


樹木類は、可燃ゴミとは別にして処理しているが、最終的にはどうされているのでしょうか？ 使い道は？



ごみ出しについて意識変化の問いがあるが、もともと分別を（町内の有志が実施しているリサイクル委員会）しているので、
意識変化はあまりないと回答した。



市の環境エネルギー行政はどうなったのでしょうか？昔、ゴミの焼却による火力発電所の話があったじゃないですか？ま
た、環境にやさしい太陽光発電所も必要だと感じてします。再資源化に当たっては、商品の紙製品や紙パックを統一させ
るべきだと思います。



ゴミ置き場の工夫をお願いしたい。種類ごとに入れられる大きさの確保やゴミをいつでも置いていいようにできる BOX の
設置など。家の中での保管場所に困っているため、そちらの工夫をお願いしたい。



運動公園、緑地公園にも分別ゴミの箱を設置してほしい、管理は直近の住民自治会にでも依頼して輪番制で収集運搬日
に搬出するようにしたらどうか。住宅地の直近でないゴミ箱は市の収集車の走行経路に加えて収集運搬したらどうか、浦
安市はオシャレなゴミ箱が公園に設置されており周囲の景観にしっくりなじんでいます。児童たちのゴミ分別意識の高揚
にも有効と思われます



都内などに比べ、ゴミ分別などおおむね常識的に見受けられるが、さらに意識高く皆で成し遂げられたらと思う。結局は
個人の益と繋がっている。



プラ容器をもっと洗浄しやすいように、形を平板化する行政の施策があってもいいのではないか。また、職場ではプラゴミ
の捨て方が徹底しておらず、もどかしい。徹底できるように、方法を広報すべき。さらに、地域のゴミステーションでは、他
地区の人が分別もせず、指定袋にも入れず、決められた日でない日に捨てていく。カラスが漁り、汚れる。相談したが、良
い解決策はないという。もっと行政が方策を考えてくれないものか。



今まで雑かみは、紙バックにためてそのまま出していましたので、雑かみ保存袋はとても便利ですが、ためた雑がみをま
た保存袋から出して包みなおさないといけないため、少々面倒になりました。ご近所の方々の話をまとめますと、保存袋
にためてそのまま出せるともっと便利で意識も高くなるのではと。無料で配布はコストがかかるかと思います。青、黄、赤、
白のゴミ袋みたいに安価で販売は無理でしょうか。難しい問題ですね。



資源物の衣類・布類の分別が面倒くさい。衣類・布類として収集しないものがわかりづらい



歩きタバコを罰金制にして欲しい。近くを歩いている人がタバコを吸っていると非常に不快です。JR 成田駅前のタバコ屋
の前、灰皿を撤去し喫煙禁止にして欲しい。前を通る時非常に不快です。



各区が行っている廃品回収を強化して、リサイクル比率をアップする施策を前進させるべきである。



粗大ゴミを無料回収してくれる点が良いと思う。アプリを利用しているが、設定で回収日を通知してもらえるのでとても役
に立っている。



ゴミ分別は少し難しく間違ってしまう事もありますが市のホームページや広報などを時々チェックして生活しようと思います。



昭和 53 年に成田空港が開港し 19 年間勤務しました。ゴミ問題は成田空港の開港の時から承知しております。大変な問
題とおもいます。がんばってください。



そのまま回収日に出すことができる雑紙袋でないと使い難いと思います。



段ボールの出す方法を簡単にしてほしい



雑紙はビニール袋に入れられず捨てづらいので、近くのスーパーか支所などで回収してもらえる場所があると捨てやすい



私の居住するニュータウン地区は雑草の刈り取り等、市の方で十二分以上に対処してくれているようですが、同じ市内で
も地域によって差があるように思われます。また、私は九州の方の出身ですが千葉に来て道路にゴミを捨てる車が多いこ
とに情け無さをいつも感じています。他県あるいは他市区町村の人と思いたいのですが。市の方に期待するのは、実際
に市が環境活動するよりも住民への啓蒙活動に期待しています。



金物・陶磁器・ガラス類の指定ごみ袋の「特大」が欲しい。



ゴミ収集所に前もって捨ててあるため、資源ゴミ特に段ボール、紙ゴミが燃えるゴミの火曜日に収集されている。実際は
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水曜なのだが、1 人 1 人の意識があまり無いので回覧で目立つ様に問いかけないと折角の資源ゴミも無駄になっている。
千葉県で燃えるゴミが多い成田なのに、皆に周知できる様にしないと変わらない。ペットボトルのゴミもラベルを取らない
人で年配の方が知らなかったと言っていました。ゴミの分別の紙に書いてありましたよと言いましたが、見ていない様でし
た。


町内のゴミ集積所において、動物に荒らされないように網などでカバーしていますが、大型のポリ容器のボックスに変更
したほうが、効果があると思います。



雑紙保管袋の取り組みは知っていて、良い取り組みだと思うけど床に直置きしなければならないのでそれが嫌で使ってい
ません。床に物を置かないようにしているからです。うちはとってのついた紙袋を雑紙用にしていて壁に引っ掛けて使って
います。床置きではない紙袋タイプにして配布してもらえたら使いたいです。



ゴミの分別をしたい気持ちはありますが、正直、仕分けがとても面倒です。今年は特にテイクアウト容器が大量に廃棄さ
れていると思いますが、カスや汚れは取れていても若干の油分が残った状態でもプラゴミで出して良いのか？商品名等
の紙シールが貼られたままでもいいのか？また、目下、豆乳の容器に付いているプラ部分(フタ替わりのシールや注ぎ口
を入れているプラ)について悩んでいます。接着剤や紙が付いている状態で出してもいいのか？など、毎回疑問に思いな
がら分別廃棄しています。メーカーが商品を作る際に、剥がしやすいシールを使用するよう統一されていたら、もっと丁寧
に分別できるのでは？と思います。



雑紙の袋は、そのまま捨てられるわけでは無く、無駄。保管袋として使うのなら、いらなくてもいい！金の無駄遣い！



従来、分別はかなりしっかり行っているつもりです。なので、最近特に意識が変わったことはありません。雑紙回収用の袋
が配布されるのは知っていましたが、どのように配布されているのかは知りませんので、使用していません。
①新聞や段ボールをゴミステーションに出しておくと、どこかの誰かがトラックで勝手に持ち去っています（時々見かけま
す）。なので、小学校の廃品回収（年３回）の日に出していますが、それまでの保管が大変です。
②生ゴミに対し、カラスの被害を受けることがあります。環境保護のためにも、防護ネットを無料で配布するなどの対策が
あっても良いかと思います。



自治会選任の環境推進委員の役割を明確にし積極的に活動してもらいたい



粗大ゴミの回収について、だいぶ先の日程になってしまうことが多いため、もう少し受け入れを増やしていただけるとあり
がたいです。



一生懸命やって頂いてありがとうございます。



保存袋の紙袋ではすぐにボロボロになりそう。保存してそのまま出せればもっと良い。



市の収集のルールごわからないので、民間の業者に雑紙、ダンボール、をだしている。



ゴミの区分は大切だと理解している。区別が難しいのは、集合住宅にしろ一軒家にしろ保管場所に大きな問題があると理
解している。
提案
大中小の３つか４つに区分けされた蓋つきの入れ物を、市が研究された上で作成されては如何でしょうか。我が家では蓋
つきの大きいなごみ入れペールを勝手口の外に何個も置けるが、集合住宅用に検討されてはと思います。野毛平？ごみ
焼却施設への個人ゴミの持ち込み時に付いて。毎回毎回車から降りて申請しているが、車から降りなくても処理出来るよ
うにシステムを変えて欲しい。それと毎回毎回記入して本人確認をするシステムも変更して下さい。マイナンバーカードの
活用にもなる。個人で持ち込む回数によってゴミ袋 10 枚とか何らかの恩恵(促進）を年間で結構ですからお考え願います。
最後に市が率先して、各地区に家庭で不要になった燃焼前に陳列する場所の提供をお願いしたい。現役時代の本がたく
さんあるが捨てる前に役立つのであればと願う。項目別に期間を設けて、本とか文房具の期間、衣類とか靴の期間、寝
具の期間、茶器類等々ンの仕分けや期間を検討される事を願います。野毛平で勤務されている方々に感謝します。



清掃工場のキャパシティが小さいのでは？



時々、焼却場に直接ゴミを搬入します。成田市の場合市民は無料で引き取ってくれます。とても助かり、なるべくゴミを減
らそうと意識が高くなります
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分別がわからない人も多く、アプリを利用していない方々向けに分別パンフレットの配布をしていることをたくさんの人に
わかってもらうと良いかと思います。



プラスチックゴミの量の割合が多いのは感じているが洗ったりする手間をかけるのをどの程度からやって良いのか判断が
難しい、かと言って全部洗うのも面倒くさい。



ゴミの分別の仕方や何故必要かを、学校なので講義をして欲しい。



令和 2 年のゴミの分別が変わる前の前は、もっと分別が厳しかったと思います。そして、一度プラスチック製容器包装と可
燃ゴミを一緒に捨てて良くなって、また令和 2 年からプラスチック製容器包装のゴミ収集日が増え、前の前に戻ったように
思うのですが、一度一緒に捨てて良くなってまた細かく分別するようになるのは、なかなか難しいです。分別が当たり前だ
と出来ていたのが、面倒だと思う気持ちが強くなりました。



休日でも 曜日で決まった収集をしていただき、関係者の皆さんに感謝しています。



八千代市や他の市町村と同じように温水プールの設置など検討してはどうか。市街地から遠くても八千代市のように利用
があるのでは。ただ、単一ではだめ、付帯施設を併設することが利用率向上につながる。



生もののゴミ袋の色が青なのはまずいと思います。カラスは黄色が見えないと言うので 色は黄色にした方が良いと思い
ます。東金市では黄色にしていたと思います。



ゴミ袋の値下げ、無償化してほしい。指定袋以外の袋でも回収してほしい



焼却炉の熱を利用してプールを作って欲しい。通年で使えると良い。



分別が細かくなり過ぎると手間に感じる



困難なことではあると思うが、地域の年齢構成、世代により排出されるゴミの種類、量が変化してきている。地域ごとにこ
の変化に対応したゴミの収集ができれば良いと思う。



単身者あるいは少人数の家庭では、今あるサイズよりも小さいサイズのごみ袋があったほうが便利だしより利用しやすく
なると思う。ゴミ袋がある程度一杯になるまで保管しておく必要があり、保管場所にも苦労する。特に可燃ゴミの袋は、今
ある小さなサイズよりさらに少量のサイズを希望する。分別をしっかりやると、可燃ゴミの主なものは生ゴミだと思う。あま
りためずに、週 2 回の収集日にこまめに出したい。特に夏場は、衛生の面からもそう感じてきた。ぜひご検討下さい。



コロナ禍で通信販売を利用することが増えて段ボールがたまってしまうので、毎週回収してほしいです。



現在もゴミの分別方法がイラストで確認できるものを家庭に配布してもらっていますが、よりわかりやすいポスターができ
るといいです。ゴミの分別で市役所に問い合わせたことがあるので、誰が見てもわかりやすいものを作成すればゴミの分
別の促進やゴミの減少につながっていくのではないでしょうか。



特にありませんがコロナの影響で家にいる時間が長くなりゴミが増える傾向にあります。収集回数を増やしてもらえるとあ
りがたいです。



世の中の製品は、単純に紙、プラスチック、金属など単一な素材でできている物はむしろ珍しい。通常の物品は、これら
各種素材の複合物なので、単純に素材で分別できないものが多いし、何に属するのか迷うことが多い。燃えやすい物と、
燃えにくいけども焼却が可能な物、燃えないもの、燃やししてはいけない物、の区別は単純ではない。苦労して分別しても、
結局焼却されるものが多いようなので、細かな分別は無駄ではないかと思う。



ゴミの分別の仕方を変えたほうがいい。６５歳以上や持病がある人でも簡単にできるように。包装業会も昔みたいな有害
な物は使っていない。生ごみで温度が下がり燃料チップを使用するより、紙（個人情報が載っているから）、プラスチックを
混ぜたほうがいい。温度が低いとビニールがこびり付くので、専門家の方の意見を聞き改善が必要。ゴミ袋の価格を上げ
て生ごみを乾燥する仕組みなど工夫がひつようではないかとおもいます。



年始のゴミ収集のない日の周知が徹底されていません。広報やホームページだけでなく回覧で目立つように行っていた
だきたいと思います。また、ごみ減量推進員の制度が機能していないので、工夫が必要と感じます。



雑がみの袋はそのまま回収に出せるといいです。



雑紙回収の袋のままゴミに出せるなら使いたいが、保管だけだと使いづらい



雑紙収集袋を容易に入手できるよう、図書館などの市の施設、商業施設等においてあるとありがたい。
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ゴミの分別をすることによって、どんな効果や成果、良い点があるのか(していない地域もあるので)をもっと分かりやすく
説明したり伝えたりすると分別をする方も増えると思います。



①雑がみ保管袋ではなく、使用済みの紙袋に入れて出しています。使いまわす袋だと余計手間がかかるので、いらない
と思います。
②プラスチックごみの分別の仕方がわかりにくいです。回覧板では、自治会に未加入の家庭には伝わらないので、集積
場に張り出して下さい。
③雑がみや粗大ごみを出したとき、市ではない業者に横取りされ注意しようとしたら、睨まれて不愉快な思いをしました。
何か対策はないものでしょうか。



できる限り分別していきたいが、プラごみだと思って洗ってわけていた納豆のパックがプラごみでなくか可燃だったと最近
知りました。ごみの仕分けハンドブックを読んでこれは資源ごみでなかったんだ！！というものがたくさんあったので、よく
ある間違い「このゴミはプラではなく可燃ごみですベスト１０」みたいなものを何かで周知してもらえるとわかりやすいかと
思います。ハンドブックをよく読みこむ機会があまりないと思うので。



細かくてめんどうくさいけど、生き物のためになるならできる限り分別したいです。



環境問題は他人事ととらえず真剣に取り組む問題なので市としても推進して行くべきだと思います。



事業者用のゴミについてです。市の広報で事業者のゴミがとても多いと言っていた気がします。パート先のゴミを見ている
と生ごみの袋に、今回の市政アンケートで取り上げられていた紙ごみ、雑紙が半分を占めています。ゴミを減らすなら家
庭への啓蒙とともに、事業者にも徹底させた方がより効果が高いのではと思います。ちなみに私のようなパートの立場で
ゴミをちゃんと分別しましょうとは言いだせないし、言っても聞いてくれないと思います。私は家庭ではちゃんと分別をして
いる方なので毎日歯がゆく思っております。毎日ゴミ収集してくださる方にはとても感謝しておりますので、その方たちの
負担にならない形で環境にも優しい行動ができたら嬉しいです。



プラゴミ回収日が増えたのを知りませんでした。月 2 回しか回収日がなく、ゴミの保管が嫌だな、と思っていました。アパー
トに住んでいる為か、市の情報が全くありません。近所の一軒家の方には、広報のようなものが回っているのを見かけた
事がありますが、アパートには回らないのでしょうか？チラシでの配布でもいいですが、もう 12 月なのに、4 月から回収日
が増えているのを知らなかったのは、ちょっと市民として、告知の方法を改善してほしいです。



ゴミ袋がさほど高額ではなく助かります。委託料を透明にしてよくある癒着や裏金がないように



プラスチックゴミの仕分けが難しい。どの程度の汚れが可燃になるかが、わかりづらいです。



雑紙袋に入れて収集日に出すことができれば便利ですが、保管だけだと無駄です。プラスチックゴミは隔週で良い。



プラスチック包装の収集日が増えたことで、収集日まで保管しきれなかったプラごみを可燃ごみでなく、正しくプラごみで
出すことができ大変助かっている。毎週収集日があると思うと、積極的にプラごみの分別を行える。一方、雑紙類に関し
ては、雑紙を入れる袋をなかなか入手する機会がなく、捨てるための紙袋を購入しなければならないことがある。ショッパ
ー袋ではなく 100 均等でわざわざ購入する紙袋は、入り数 3-5 枚と往々にして立派なものしかなく、なんでこの単価をもっ
て捨てるのか、この紙質を捨てるのか、トンチンカンな事態が起きていると正直思う。雑紙保管袋の配布に期待したが、
保管袋のまま捨てることは禁止とあり、何のための施策か全くもって意味が分からない。保管袋に入れてわざわざ捨てる
ときに入れ替えるなんて、そんな面倒なことをしてる人いるんでしょうか。プラスチック袋の有料化に乗っかって、紙袋まで
有料化している店も多々あり、今後更に廃棄用の紙袋難民になりそうです。どうせなら他の分別袋のように紙製の処分袋
を安く購入できるようにしてほしい。



以前からゴミの分別には気を付けてきましたが、プラスチック製容器包装は月 2 回でも十分でした。重ねたり潰したりすれ
ば全く問題ありませんでした。正直なところ集積所に捨てられたゴミを見ると分別が不十分だったり水分が多かったりする
ものが目につく時があります。リサイクルは色々なところで行われていますし、ゴミを減らそうという考えは生活に定着して
きていると思っていましたが、一人一人の意識をみてみるとまだ不十分ということでしょうか。



燃えるゴミの収集日を増やしてもらえると助かります



市外から成田へ通勤している人にもごみの分別方法を周知する必要があると思う。プラスチックの分別が難しい。
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プラごみの収集が 2 週に 1 回の時、袋に入らない分は可燃ごみとして出して欲しいとアナウンスしていたと思いますが、
その時、成田市は分別収集にやる気がないか、担当の方はごみを捨てたことが無いのかと思いました。まずは、清掃工
場でごみの中で分別出来ていない物を把握して、市民に分別の協力依頼をするのはどうでしょうか？



ゴミ回収と分別の取り組みが年度のポスターでしか情報がない、他に市政でゴミに対する取り組みをもっとアピールして
欲しいです



カラスによるゴミ捨て場荒らしが酷い。対策費用に補助が欲しい。自治会役員としての意見です。



雑ゴミの収集日が徹底されていないし、袋についてもしらされていないことがある。



今度、焼却施設を作るときは、一括処理できる施設の建設が望ましい。



青色ゴミの収集をもう 1 日（週に）増やしてもらえると夏場は助かります。



雑がみ袋を手に入れやすくしてほしい。



雑がみ袋の配布を知らない。



雑紙保管袋は特に必要ないと思います。結局、その袋では出せないので。そのあとの分別が面倒です。最近は、袋の有
料かで紙袋をもらわないので、資源の日に出せる紙袋がなくて困っています。紙資源の袋も(有料でいいので)作ってほし
いです。それか、雑紙保管袋のまま出せる袋を配布してほしいです。



町内会で ごみの分別が出来ていない。シールを貼られても自分で引き取らない等が問題になっています。缶や瓶を洗
わずにごみステーションに持っていき、シールを貼られても本人が引き取らないため、班長やごみ当番の方が分別しよう
とするとウジがわいたりしており大変な思いをされています。分別の仕方がわからないのもあるでしょうが、一人一人のモ
ラルの低下が原因だとも思っています。わからないときは電話で問い合わせをするなどの意識を高める必要性を感じてい
ます。



紙類を入れる分別袋を配布場所まで取りに行く手間が億劫です。スーパーとかにスペース借りて置いてくれたらいいと思
う。



富里を歩いていて、ゴミ収集場が納屋のような形状？で捨て方はわからないのですがカラス対策には絶対にいいなと思
いました…。ゴミは分別していますが、洗って乾かす場所も必要だし保管場所も必要だし、一軒家でなくなった今、正直し
んどいです…自治会回収分はその時に出そうと思っても、月 1 なのでめげそうです…



雑かみ袋があるなんて知らなかったです。素晴らしいアイデアだと思います。しかし、今はヤオコーやカスミ等資源ゴミをリ
サイクルすると、お店のポイントカードにポイントが貯まるので、資源ゴミとして出さなくなりました。成田市でもリサイクル
をすることで市民に何か還元されれば、もっとリサイクルに対して意識が高くなると思います。いつも市民のために努力し
ていただきありがとうございます。これからの活躍を期待しています。



うちは雑紙を分けて出していますが、収集場ではダンボール以外、見た事がありません。確実に成果は出ているのでしょ
うか？



雑紙分別袋ではなく、雑紙を入れてそのまま収集日に出せる袋の配布をしてほしい。紙袋も有料になり簡単に手に入らな
くなった。



収集日まで、各種ゴミを置いておく場所に 1 番困っています



プラマークがあるにも拘わらず、臭いがあると青(可燃ごみ)へというのは、厳しすぎる気がします。雑紙の回収袋は、一時
保管ではなく、そのまま捨てられるものか、レジ袋に入れて出すのも OK にして欲しい。どのみち、ナイロン紐を収集後に
分別するなら、レジ袋も分別することに、そんなに手間は増えないはずでは？市民に厳しくするのではなく、資源回収の
やり易さというか、リサイクル率アップに重点を置いて考えて欲しい。



燃えるゴミの日を週 2 ではなく週 3 にしてほしい



雑紙保存袋？の配布等があると、やらないと…という気持ちにはなる。プラゴミの回収日が増えたことなども、知っていれ
ば意識はすると思う。



製品化されたプラスチック(バケツ等)も回収して欲しい。



汚れたプラスチックを洗う事が二酸化炭素を出すと考えて一般ゴミとして扱っています。また綺麗なプラスチックしかリサイ
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クル出来ないと認識しています。


可燃ごみの大半が資源ごみという記事をみました。是非今後、雑紙などの資源ごみを徹底して分別をしていくべきだと思
います。事業所にも是非徹底して頂きたいと思います。



分別も手間がかかり、大変だと思いますが、大切な事なので、1 人 1 人が意識できるようにアピールしていってほしいと思
います。



プラマークの無いプラスチック廃棄物の収集も行うことで、可燃物の廃棄量が減るのでは無いでしょうか。



ごみ分別は元々好んでやっているので、新たな施策があろうとも個人的には取組状況に変わりはないです。



分かりやすいパンフレットがほしいです。



忙しいので区分けが増えると時間がかかりつらい



ゴミ捨て場付近の掃除を当番でやっている所もあれば、全くやっていない所もあり、ポイ捨てや不法投棄、雑草が目に余
る所もある。対策していくべきと感じる。



分かりやすさが重要かな？と感じます



職場等への周知も徹底することを希望します。



雑紙分別は取り組んでおりませんでしたので、これを機に行ってみます。



各々、家庭ごとに意識的に減量を考えるべきだと思う。



雑紙収拾袋はどこで、いつ配布したのでしょうか？全く知りませんでした。市民に分かりやすく知らせて下さい。



回収日が増えるとゴミ出ししやすいです。



分別に迷うもの。例えば、趣味の DIY で残ったペンキ類の捨て方がわからない。危険物の捨て方をもう少し細かく書いて
欲しい。



雑がみ保管袋が配布されているということを初めて知りました。どこで貰えるのか気になりましたので調べてみます。また、
再生利用可能な雑がみを紙袋にいれて紐でくくらなければいけないのが面倒に感じてしまうことがあります。ガムテープ
で閉じ口を塞ぐ程度であれば簡単なのにと思います。段ボールも同様に紐かけ作業が億劫です。



変更事項などの周知は徹底されたほうがよいと思いました。



リチウムイオン二次電池等の廃棄ボックス設置とリサイクル。家電製品、自転車、バイク等の不法投棄を防ぐための巡回
回収車等の運用。



燃えないゴミ（金物）は一回に出るゴミの量が少ないので小さいゴミ袋を発売してほしい。粗大ごみは有料でもいいので 3
個以上申込みを受け付けてほしい。



住民にごみの分別を聞いているが、知らない人が多い。今後、住民を加えた検討委員会を設置し住民の声を生かした制
度を構築すべき。



ルールに従いゴミ出しします



我が家では分別は今まで行っていました。雑紙は置き場所を決めて置いています。今さら保管袋は不要。プラごみは全て
きれいに洗って出しています。集荷場所に置いてあるゴミを見ると燃えるゴミの分別でいいような汚らしい物が多い。各家
庭のゴミ分別の仕方を徹底させる必要を感じる。

【アンケートまとめ】
この度は、多くの貴重なご意見を賜り、誠にありがとうございました。

今回のアンケートでは、市民の皆さまのごみの分別・リサイクルの状況を把握するとともに、プラスチック製
容器包装の収集日の見直しや雑がみ保管袋配布といった事業が、皆さまの日常生活においてどのような効果・影
響を与えているかを調査するものでした。
現在、成田富里いずみ清掃工場で処理されているごみの量は、当初の計画量を超えております。今後も市内の
ごみの継続した処理を行うため、ごみの減量化・資源化が喫緊の課題です。
皆様からのご意見・ご指摘を参考に、引き続き成田市のごみの減量化及び資源化を促進してまいります。
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アンケートへのご協力、ありがとうございました。

29

