
別紙９　Ｑ19．家庭や地域及び生駒市のごみ減量の取組について、あなたの意見や提案などをご自由に
　　　　　　　ご記入ください。　回答者　５６６名（４７．９％）

Ｑ19．家庭や地域及び生駒市のごみ減量の取組について、あなたの意見や提案などをご自由にご記入くださ
い。
ごみの有料化について
賛成（条件によって賛成）

袋を有料化したことはごみ減量にとても有効なことだと思う

現在シルバー人材センターに加入。週に4日マンションの掃除に出かけております。ごみ有料化になって各自
指定袋を使用するようになって来ています。分別もこころえている様です。掃除をしている者には非常に喜
んでいます。以前は無茶苦茶だった。

生ごみなどの燃えるごみの有料袋は必要と思います。有料だから極力ごみを減らそうと行動します。地域の
ごみ以外を置いていかれるのは大変迷惑！
もっと早く有料化すべきだったと思う。
有料（黄色）ゴミ袋は大変よかったと思います。地域でもかなりゴミの量が減っています。掃除もらくにな
りました。
もえる（生ごみ）用の袋の有料化は、ごみ分別に効果があり良かったと思う。売る側もごみ軽減に取り組む
べきだと思う。
ごみの有料化は、ごみの削減には効果的だと思います。また、分別にも効果的です。しっかりとリサイクル
してほしいです。
有料になった事で、目に見えて減っている様に思われるのでいい事だったと思う。
平成27年4月より家庭系ごみの有料化実施されて、初めは心配していましたが、大変良かったです。ゴミ減量
進めて頂くのは良いですが、ついていけるか心配ですが、頑張ります。市民より
生駒市のゴミ減量・有料化政策は好かったと思います。分別方法もイラスト入りで判り易く表示してありま
すし。プラ容器を資源ゴミで出す場合に貼布してあるシール類がなかなかはがれないので洗っただけで出し
ていますが、どうなんだろうと疑問に思いつつ出しています。プラ・容器がもっと減るとよいと思います。
有料になってから地域でも少なくなったように思う。
生ごみの有料化が良かった。有料化によって収集場所がきれいになってきた。
老人1人ぐらしです。まごころ収集のお世話になって感謝の毎日です。出来るだけ減量しておりますが、有料
の袋もふやして頂いてよいと思います。
ごみ減量の取組は地球のためにも必要なことだと思う。国民がそれぞれ意識を持って取り組むようになれば
効果は期待できるだろうと思う。意識を高めるためにも有料化は効果があると思う。

燃えるごみの有料化、資源ゴミの分別収集はとてもよい方法だと思います。もっと市民全体に徹底すべきで
す。
反対
ゴミ袋は高すぎます。無料を希望します。
・ごみ袋は無料に戻して欲しい。・いまだにもえる、もえないを1つの袋に入れ出している町会の人を見ま
す。
ごみ袋の有料化は出来ることならやめてほしい
・ゴミ袋有料は反対。このゴミ袋自体がゴミになる。
指定ごみ袋が高すぎる。前市長が決めた取組だが生駒市民でもないのにどれだけの負担が市民にかかってい
るかわかっていない。みんなごみ袋が高いと言っている。大都市の大阪や神戸などではもっと安い。水道代
も高いのでリサイクル品も水で洗ってまで分別したくない！！

生ごみも焼却方法により燃焼させることが出来ると思う。焼却方法を進歩させ燃元を有効に活用できるよ
う、焼却工場を更に進歩させれば、生ごみ処理ももっと合理化できると思う。有料化を即時廃止して、市民
生活の負担を減ずべきである。有料処理反対。
有料化早くやめて欲しい
有料袋はやめてほしい
ごみ減量のための労力は惜しまず行うが燃えるごみ袋の有料化は廃止してほしい
ごみ袋（指定）有料をなくしてほしい。隣の奈良市は無料のままなのに。ごみの量を考えて数種類のごみ袋
をあらかじめ用意しておかないといけない。お金がかかるからできるだけプラスチックごみの方へ洗って出
すようにしている。手間かかる。
有料化にした事で分別の意識がついたという人は確かに聞くが、一回定着させたのだから、無料に戻してほ
しいと思う。奈良県内のゴミ有料化もさほど進んでいないのにこのまま有料にするのはおかしいと思う。
（もともと生駒市民は他の市より意識が高い）
有料化に反感を持っています。減量に取り組む人はすでに取り組み、意識のない人と同じ負担を負うのは不
本意です。

・ごみ袋を有料化してごみの量をへらそうと思われるのは市政の怠慢だと思います。・最近ごみの不法投棄
が増えました。これも厳しいごみの収集ルールのためのように思います。
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・市指定の袋を市の費用を使って作るのはむだ。税金を払っているのに袋代を取るのは税金の二重取りと感
じる。・分別することによって、プラ容器を洗うための水や時間などむだが生じる。特に洗うための水はエ
ネルギーの無駄使い。また燃えるごみと資源ごみの袋が別になり、袋だけでも使用量が増えている。収集回
数も燃えるごみの日に加えて資源ごみの日が必要となり、収集車の使用回数が増えガソリンの使用量がその
分増加するだろうし、かえって環境負荷につながっていないか？・リサイクルするためにも再生費用などエ
ネルギーがかかる。燃やす方が効率が良いと考える。・粗ごみは他市の実家で捨てている。分別が本当に全
体最適になるのか？
【提案】・今迄通り全て無料化して全てのごみを一括収集するべき。それが最終的にはごみの総量も減り、
上述の各エネルギーを使用することもなく最も環境に良いと思う。・ごみのこともいいが、もっと市民の他
の問題解決に力を入れてほしい。

ゴミ袋が有料化された時はみんな必死になって減量化をがんばりましたが、有料化になれてきていてゴミ減
量になっていないし、いままでプラゴミの回収で取り残されていることが多くなっているように思います。
ごみ減量化のみだったら、有料袋にする必要があるのかたいへん疑問に思います。有料袋の生駒市の収入
は、税金としてどのように使われているのかも全くわかりません。パート、年金からも所得税、住民税を支
払っているのに、まだゴミ袋にもお金がかかり、生駒市民としてなにも恩恵を受けていません。他市に引っ
越したいくらいです。私たちの税金を無駄に使わないで下さい。有料化になってもゴミは絶対に減りませ
ん。不法投棄がふえるだけです。市役所のデスクに座っていないで、見回ってみて下さい。市民会議なんて
必要ありません。ゴミ出しをしているのは主婦ですから、どんなえらい方々が会議してもゴミは減りませ
ん。体裁のいい話で、現状からかけはなれています。税金を支払っている金額に応じて、無料でゴミ袋をい
ただきたいと思います（このアンケート用紙、返信用封筒も、回答をまとめる人も全部血税ですよね。やり
きれません。）

ゴミ袋（有料）は、全額市民負担は反対です。一世帯年間いくらかは無料となるよう配布を希望。・11.8％
減量とは、信じられません。ただ分散（プラ資源）しただけではありませんか？・若い世代を呼び込もうと
のPRを見ましたのでこの数字は本当でしょうか？何より袋の収益金の使い方に不満有りです。
私は以前から、なるべくごみが出ないようにしていました。ゴミ袋の代金が要るようになっただけです。特
に燃えないゴミの指定袋は高すぎます。以前から多量のゴミを出されていた方は今もやはり多量のゴミを出
されているようです。無神経です。ずっとゴミを出さないようくふうしている私たちは、ゴミを出すのに料
金がかかるようになり困っています。市はゴミでもうけたいのですね？

お金のかかる世代（子育て中等）にゴミ袋の、大型ゴミの有料化はとても迷惑。
生ゴミが有料化になり、ゴミが減ったとは思えない。逆に指定袋で出せばいいと安易な気持ちが生まれては
いないでしょうか。　元に戻して有料化をやめ、自覚を高めるために努力をみんなでしなくてはならないと
思っています。
家庭用ゴミの有料化には反対で、一般会計で処理すべきです。有料化によってゴミの減量につながっている
かの結論は尚早です。資源ゴミの回収にはまだまだ改善する余地があります。きめ細かく対処していただき
たい。
ごみ削減方法についての提案
市民に報償を与えるもの
食用油の回収を土日も行ってほしい。10年間の計画で現在の経過報告をわかりやすくしてほしい。H３２年に
達成出来た場合、無料でゴミ袋を配布する等ごほうびがあれば取り組みやすくなると思います。住みやすい
町になることを祈っています。

環境先進国のドイツなどの取組の紹介、都市間の連携など啓蒙活動と、同時に少しインセンティブを与える
必要もあると思います。インセンティブとしては、種々なことが挙げられます。表彰、税の優遇などです。
よろしくお願いします。
ごみを減らすためにゴミ袋を有料化するにしても、高すぎると思う。スーパーでのマイバッグ持参した人
は、ポイントをためてごみ袋をもらえるようにするというのはどうでしょうか。

大型ゴミが出しにくくなった。リレーセンターに持って行きにくくなった。燃えるゴミ、燃えないゴミに解
体して普段のゴミの出し方がよくわからない　ゴミ減量化は大いに賛成なのですが出しにくくするとはまた
違うと思う有料化も仕方ないと思うが、ポイントとしていくらか還元してくれると、ためる楽しみも増えき
ちんと分別しようと思うのではないかと思います。
ごみ減量の取組みは"今後恒久的"な問題となりうる。資源ゴミについては"買取り"制度、持込み"ポイント還
元"制度→ポイントで有料ゴミ袋に交換等　などを検討し、双方が納得しうる制度を構築する。

家庭や地域及び生駒市のごみ減量のためにゴミ袋の有料化はしない方がいいと思います。所得が少ない家庭
には負担になる。もし、このまま有料化を続けるのであれば、ゴミの量を市民に公開し、前年と比べ減った
のであれば市民に生駒市の商店街で使える商品券を配れば、ゴミの量も減るし生駒市の商店街もよくなると
思います。お忙しいと思いますが、生駒市のために今後もよろしくお願します。

市民に負担を課すもの
生駒市のごみ処理行政についてはがんばっていると評価しています。有料袋使用によってごみ集積所に車で
持って来てネットもかぶせずにすてに来る（ごみ出しをする）人は、なくなって良かったと思う。地域住民
は、ごみの日の当日の朝に集積所出すようにすることが必要で、早朝からのカラス、夜間のいたち、ねこ等
がごみをあらすのでこまっている。住民のごみを出す時間、出し方、ネットをかぶせないなどの住民のマ
ナー、意識アップが大切だ。
指定袋を今の2倍にしたらもっとゴミを削減できると思います。それなりに自分で考えると思います。
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このごみ減量は大切です。この町の為にも自分達の為にも無駄をなくして少しでも市税を使わない様にする
のが大切。これからも皆で協力して少なく生ごみを減らしましょう。

ぜひ必要な物だけ買うようにするとよいと思います
・食べ物を残さない。・食品を腐らせない。・食品が多すぎるから、簡単に捨ててしまうと思います。限ら
れた食品の中で工夫して作ることが大事だと思います。
以前、ゴミ当番の時、カラスがつついて掃除をしている時に袋の中身が見え、例えば洗っていないケチャッ
プ残り付きの容器他（色々沢山）を見て、ア然とした。これだけ市や、自治会から通達が来てるのに、個人
の意識は簡単に変わるものではない様に思われる。意識の格差は家庭により異なるので、各個人がきちんと
対応していくのが基本かなと思われる。ゴミになりそうな物は自宅家庭にできるだけ持ち込まない様にして
おります。
食品は使い切る。生活用品はよく考えて購入し無駄のないように使いまわす。シンプルライフを心がける。

分別について　賛成
なかなかてっていできませんが自分でできる範囲で行っています。ゴミの出し方に意識をもてるようになっ
たことはいいことだと思います。大変ですが、がんばって下さい。おつかれさまです。

ごみの分別は現状で良いと思います。これ以上の分別はめんどうになる。プラ・紙の分別で生ごみがずいぶ
ん減りました。
転入してきたときに、ちゃんと「ゴミの分別について」説明してもらえる時間があって、わかりやすくて良
かったです。
細かく分別化には賛成
ごみ有料は反対です。分別は賛成です。資源ゴミとして流用できることは大切です。
良い事なので今後も続けてほしい。ごみの資源化の取り組みを大いにしてほしい。
ごみ減量化は、環境保全、ストップ地球温暖化の基本の1つであり、世界共通の目標であると思います。生駒
市のごみ減量の取組みに対し、理解と協力するように心掛けます。
ごみの減量化は現代文明中の大きな課題だと思います。あらゆる再利用可能物は再利用されるべきと考えま
すので、市の方針としての半減化には大いに賛成します。ただ気になるのはごみ出し（資源ごみも含めて）
常識的なマナーの向上が課題だと思います。
ごみの分別化が始まって家庭ゴミの有料化の取組みにより私達の集積所の燃えるゴミも減ってとても良い事
だと思います。
ごみ指定袋は最初めんどくさいし料金もかかって嫌でしたが、それによって資源ごみ等をしっかり分別する
ようになり、結果、ごみの量は減ったように思います。
可燃ごみになるものの中で、ミックスペーパーを分別すればかなりの量が減ると思う。
市に取り組んでもらいたいもの
ごみ減量の取組は大いに結構。有料化の強化などの負担増は反対。大型ごみ、資源ごみの回収をもっと増や
してほしい。
指定ゴミ袋10ℓ入りを作ってほしい。
・生駒は全国的に元々ゴミの量はそこまで多くなかったと思う。なのに“50％”という無茶な数字を出すか
ら大変なんだと思う。・指定袋を買うんだし、大型ゴミの300円シールを年1回3枚ずつ位配ってほしい。そう
いう自治体もあります。
分別用のゴミ袋にコストをかけず、生ごみ処理機の設置に補助金を出すなど、ゴミを持ち運ばなくても処理
できるように変えたほうが良いと思います。
剪定枝収集には感謝していますが、資源化の取組みはどういう事が可能なのですか。庭木の僅かな量ならば
有難い、いつまで無料が留保されるかと心配しています。本来なら植木屋が有料で処置するものが、収集場
所に大量が置かれているのは疑問です。量の制限もなしに許されている。故に資源化のメリットを知りたい
のです。
・減量は大切だがこれ以上、細分化されると大変。・ゴミの多い人は多いままのように思われるので、もっ
と今のやり方を回覧等で徹底する。・市民に負担させるのは最小限にしてほしい（まだ無料の市町村の方が
多いのでは？）・高齢者がふえると、出す日とかも多いので忘れる事も多くなり、面倒になる。
（乱文でごめんなさい今までの思いを書かせていただきました）私の地区の場合・ごみの集積所が無いに等
しい（公道の横で自動車の駐車場になったりで）無銭駐車です　・自分が当番の時は1週間それなりに責務を
果たすが、そうでない時は生ごみが散らばっていても知らん顔が多い（班長さんも大変です）　・まだ分別
が出来ていない人が居る。（公園の横なので他地区（通りすがりの）の人が置いていく）　・収集時間が昼
前の時もあった。遅い！（希望としては夏場は早朝を望みます）　・高齢化で班の仕事を免除しているのも
事実です　・出来れば定位置でかこいの有る集積所がほしいのです。　・特に夏場の生ごみは言うまでもな
く処置が大変！！早朝の収集をお願いします。
プラ回収週2回にしていただきたい、スグたまります・回収日を週2回に年をとると夜になると明日のゴミ回
収のことを考え用意しなければならない。　例プラ―明日　生ゴミ―水土　プラ第二第四びん　新聞25日
第一土曜日　有害一年3回？　私達70代さえおっくうと思っているのですから今の若い人達は何もかも一緒に
して出しておられてます。その辺を若い人達にもわかってもらう様、していただきたい。でもゴミの問題い
ちばんたいへんだと思います。でも一つすばらしいことは私、生駒に来て45年になりますが道路の横、川の
横公園には菓子箱菓子袋かんビールかんといろいろ散らばっていましたが、最近生駒市内あっちこっち行き
ますがきれいに整備されています。その気持皆、個人ありましたらゴミの方は少しは改善されると思いま
す。生駒を愛するばーば（文面おかしなところあります、すみません）
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・減量化にあたって、量より価値（価格）判断を重要視すべき・プラごみの再資源化は、現在まやかしにす
ぎない！！（現状最終処分としては、名文上高炉還元剤としているが、実質上の効果は燃焼しているだけな
ので、生ごみと同時に燃焼すればよい！）またコストにおいても数千円/kg処理台がかかっていることを市民
に知らせること。・現在のごみ減量化の推移を定量的・統計的及び原因透明をして欲しい。減量値は、実質
収入額、少子化・高齢化、製造事業者の容器包装減量化・リサイクルなど時系列に分析することで容易に減
量化推移が判る。・市民に税金の無駄使い、支出の強要は、生駒の住み易い町No1を目指す理念に反し、逆に
住みにくい町になりつつある現状を理解して欲しい。
いらない衣服の回収車で市街を回り、リサイクルかマーケットに出す
取組方など「いこまち」でもっと取り上げていけば、市民の意識が変わってくると思います。私も、この様
な取組は大切だと思ってはいるのですが、具体的にどの様にすれば良いのかわからない部分が多いので。

相変わらず、指定されているごみ以外のごみを出してごみ収集車が、持っていかなくてそのまま、残ってい
る例が時々あります。もう少し、分別の方法を市民全般に徹底する広報が必要と思います。相変わらず、プ
ラごみの中に生ごみを混入されたり、といういいかげんな家庭がいます。
庭のせん定などを肥料などにして下されば、かなり量が減ると思います。緑化もかねているので、庭はある
方が良いと思うので！！あと、油を集めるステーションが少ないので、もっとふやして下さればうれしいの
ですが…
転入してきた人の分別マナーが悪いように思う。他都市との分別方法が違ったりするので仕方のないところ
があるが、転入者に対しての説明をきっちりしていただけたらと思う。

ごみ減量のPRを積極的に努めて下さい。
もっと分別にてっていする事と思います。とくに集合住宅です。
ウチはマンションに住んでいますが、最近海外の方達が部屋をシェアして住んでおられます。そういう海外
の方達が増えて集積場所になんでも袋の中に混ぜてゴミを出していて収集されないままにされています。海
外の方達にも分別に協力してもらえる様に集団で工場に働いている所へ理解して頂けるように呼び掛けても
らいたいです。

大量消費が当たり前となった社会で人々の意識を変えるのは不可能。子供の頃から教育していくしか仕方な
いと思います。
細かな分別はめんどくさく感じますが、慣れてくるとめんどくさが減ってきているように思います。でも家
族が多いとその量も多く大変かなぁーと。家庭で分別、ごみ減量を小さいときから知っていれば、それが習
慣となるでしょう。当然の作業と。まず大人から、そして子供へと。

今でも分別の仕方を知らない人が多いので、もっとくわしい例をあげて何回でも周知徹底をするべきだと思
います。
ごみ収集の時間が朝の7時30分だがもっと遅い時間がよい
プラごみの分別が難しい。何がよくて何がNGかわからん…っていうか、行政だか業界だかの都合で出してい
いものだめなものが決められている気がしてちょっとムカつく。本当にゴミの減量を目指すならプラ用品は
包装関係だけじゃなくてすべてを資源ゴミにすればいいのに。
高齢になってゴミ集積所に持って行くのがたいへんになる！一部個別収集をしている所があるが同じように
してほしい！（不公平である）
生ゴミの有料化により市の収入が増えた分、どのように市の財政を助けているのかを明確にしないかぎり、
この運動は成功しないと思う。ゴミの有料化は、税金の二重取りの意味があることを自覚すべきです。

ごみのネットあみ、なんとかならぬか当番の人が網をたたんだり掃除もしない人がいる。いつも同じ人。
辻町の坂の上に住んでいます。（辻町と谷田町のさかいのところあたり）お年寄りが多くなり、足腰も弱い
方も多いので坂の上にごみ（資源ゴミ、プラ等）集積所をふやしてほしい。今、もえるごみを出している所
でも良いので。雪でこおった日等もこわくて出せません。よろしくお願いします。
このアンケートが税金のムダ。やめてほしい。
（プラ・びん缶・ペットボトル・われもの・有害ごみ）これの収集場所が2班で1か所になっているのを1班で
ごみの減量に取り組むことはとても良いことだと思います。我が家では45ℓの10枚入りを2か月で2袋程使用し
ます。1袋450円なので年間にすると割とかかっていることになります。これだけお金をだしていることに対
してやはり目に見える効果がほしいです。北大和はごみ収集場所がネットからボックスになり、大変使いや
すく当番さんのそうじの手間もなくなり、非常にきれいになりました。まだまだ燃えるごみの収集をネット
でされている所もあると聞きます。ボックス購入に対して市から補助がでることをお知らせしたり、ボック
ス化をすすめたらいいと思います。収集員さんの負担も減るのではないでしょうか。

・大型ゴミ処理券の300円は高すぎる。　・有料化に伴い、収入とその使途の実態を知りたい。
ごみの回収時間が早すぎる。現在7時
生駒市において環境、温暖化防止のためのごみ減量化の取組がしっかり考えられ行われようとしているのだ
と、このアンケートをもって知ることができ、協力してゆきたいものと思う。しかしごみ分別があまりにも
細かかったりすると、めんどうくさかったり家庭内での分別スペースの問題もあるので、よく考えていただ
きたいと思う。
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・ゴミの問題は将来的にもとても大切なことと思います。マイ水筒を持ち歩く方もかなり見うけますが、
ペットボトルの飲料がはびこっています。　・ゴミ処理の講習会を各地区でしていただく（消極的ですが）
とよいと思います。現物を見比べると、自分にむいていると思うものを選べると思います。6月に北コミュニ
ティセンターのイベントで「キエーロ」を見せて頂きましたが、もう少しコンパクトなもので取り組んでみ
たいです。
資源ゴミの集積所に（小さい電気製品等）指定袋に入れて出せるようにしてほしい。注：その都度市役所て
TEL等するのは面倒（小物の場合）
黄色の指定ごみ袋の値段が高い。もう少し安くしてほしい。
ペットシーツが資源ゴミになれば燃えるゴミがもっと減るのですが。
大型ゴミを月一回出せる日があればありがたいです。
プラごみの回収をもう少し増やしてもらいたい。
ゴミ袋が有料化され、少しでもゴミを減らそうとむだ買いをしない、分別をきっちりするなど努力をしてき
ました。しかし近所では畑で家のゴミを燃やしたりする方が増え、洗濯物がくさくなったり煙で子どもがせ
きこんだり目が痛くなったりしました。川にはふとん（マット）や自転車が捨てられているのも見ました。
本当に有料化になって良かったのか疑問が残ります。せめて大型ゴミだけでも無料にしたら景色もよくなり
川もきれいになると思います。家庭でもできるごみ減量法の講習会を増やす、幼・保・小・中・高でごみ減
量の勉強会を開くなどもっともっと減らす意識、捨てない意識を市民にもってもらうことが大事だと思いま
す。
①情報公開　このアンケートが出されたことから察するに「ごみ半減プラン」は当初の計画通り進捗してい
ないと思われる。どのような計画で、実績がどうで、何が計画と相違したのか等の情報を徹底開示すること
が重要。今からでも遅くないので。このアンケートに上記をつけるのみで、2500名の市民（家庭）3名/家庭
とすると7500名の市民（10％弱の市民）に現状や市の意思が伝わるはず。②資源ごみの多様化と回収の簡便
化。回収場所を多くすることと、回収日を増やすこと。資源ごみによってはいつでも出せるようにするこ
と。
有料ごみ袋の結ぶところがすぐちぎれます。それから持ち手は不要です。袋をシンプルな形にして安くして
いただきたい。他府県から越してきましたが、生駒の税金は高いです。ごみを減らすのは大切なことです
が、安易にごみを有料にするのではなく、もう少し方法を考えていただきたかったです。

企業ともっと話し合って決めたほうがいいと思います。そうでないと生駒市だけが行ってもそのしわよせが
きっとどこかに行くと思う。
キエーロの作り方とか実際の工作教室のようなことをしてくれると庭で使用してみたいと思います。
有料化についてはごみに対する意識が高くなり有効だと思う。がごみが出たときに何ごみに出すのかいまだ
に迷うときが多々あり、リーフレットなどで調べたりするがほとんど記載がない。結局迷ったときは普通ご
みとなる。主婦でさえそうなので、ごみに対して意識がない（普段家事をしない）夫や子供はなおさらそ
う。小さいころからのごみの教育が絶対必要と思う。細かいリーフレットや説明会がひんぱんにあれば参加
して、ごみ分別の知識を増やしたい。

班の集積所でたまにちゃんと分別されていないごみを見かけます。けれど本人にそれを伝えることはできま
せん。一度だけでなく、ごみの分け方だけでなく地球の為にということを打ち出し、学習を通して周知して
いただくことが必要ではないかと感じております。
プラスチックと燃えるごみの分別がスムーズにできるようになり、家族で分別に取り組めるようになった。
生ごみだけを分別することになるなら、丁寧な説明がほしい。調理する際、生ごみをわけているので取り組
みやすいと思う。ミックスペーパーは種類が多く難しい。
ごみの分別して出す方法は、非常に良かったと思います。生ごみよりプラごみが多くびっくりしました。油
は回収されるほど使わないので燃えるごみ収集所に持って行けば出すと思います。スーパーなどにあるリサ
イクルボックスでプラを集めている所があるがわざわざ持って行きたくないので、買った物をその時ラップ
などあれば包み直して捨てて行きたいと思います。有料化は嫌でしたが、意識は変わり生ごみも7ℓでも出せ
ると思いますが、有料袋が15ℓ10枚なのでわざわざ7ℓ10枚買うのが嫌で15ℓで出してます。◎有料袋が15ℓ5枚7
ℓ5枚などミックスで販売してほしいです。
野菜等の食品をすべて使い切るなどの講習会等。大型ごみは再利用できるような（市が修理等して次の人に
安価で利用してもらう）
1ℓ1円単位ではなく、もう少し安くしてほしい。袋が有料化になっても何もかわっていないので。
有料化により地域の指定場所に指定地域の住民以外のものが指定袋以外のもので置いていく者が増加したよ
うに思われる。特に車道に面している指定場所に多く見られる。分別・有料化による効果が不明？量が少な
くなったことはいいが。それ以外に効果があるのか。経費の節減は？炉の対応年数は？等、もっと発表する
様にして下さい。
分別しての出し方が徹底され　充分浸透したなと思える所まで行けば、有料ゴミ袋の価格を安くしていって
欲しいです。それと生駒市民に限って生駒のリレーセンターは無料で利用できるように要望致します！！追
伸、今回のアンケートの結果ですが、広報で結構ですので、集計してお知らせ頂ければ幸いです。よろしく
お願い致します。
ごみ焼却炉は現在2代目で以前からごみ減量には協力しています。贈答用の木箱や棒くず等が半透明の袋で出
せたら大変助かります。
○○なものも紙ゴミで捨てれます等、分別するにあたって知らない事をおしえてほしい。プラマークのもの
はどれくらいすすげば、捨てていいかとか。今でも自分で知っているものは分別しているので、あと何年
たっても今以上に減らない。
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個人が分別に出していても、回収されたリレーセンターetc.では混ざっている事が多いように思われ、分別
する意欲をそがれます。受け入れ側もきちっと仕事をされている事を、もっと広報などでも見せていただけ
たら、分別にも力を入れられます。
かなり確実（正確）に分別してゴミを出しているつもりですが。忙しい人にとってナベ、カマ、フライパン
などの回収を予約するのはかなり負担が大きい。買わないで必要最少の数しか使わないが、消耗品であるた
めすぐに使えなくなる。家庭に眠っているものも多いし。不法投棄される可能性もある。気軽に回収してく
れるシステムがない。その点が一番不満に思っている。
すでに減量化が進んで居ると思われますので今以上に減量されないと思います。この辺で無料にし、様子を
見てはいかがですか。
生ごみ処理器の普及
・ごみの減量は以前より行っている為、有料でも無料でも出る量は同じ。・大型ゴミシール300円は高すぎ。
タンスならわかるが、ゴミ袋に入らないと300円は高すぎ。
（生？）ゴミだけを集めて、バイオマス発電を行う。廃棄物発電の推進。
まだ町内のあちこちにゴミを捨てているのを見るので、徹底的に家から出す様に通知を。

・スーパーなどでの、特に野菜のばら売りをすすめる。・生ごみを、バイオ肥料にすべく分別する。・なん
でもポリ容器に収めるのをやめる。・消費者の努力のみには限界があるので、画期的なゴミ処理の方向を考
えてほしい。
・ゴミ指定袋は週8回、その他とても負担です。個人に呼びかけたり、指定袋を高くしても、それほど減量に
つながるとは思いません。企業など国と協力し、包装や箱、その他、まずそういう余分な（過剰な）包み紙
や個包装など、なくすべき。（例）お魚を買うと、1尾ずつラップがしてあり、買ったものをもう一度まとめ
てラップでくるみ、それをビニール袋に入れ、包装紙で包み、紙袋に入れてくれる（デパートです
が・・・）。
大変よく取り組んでおられます。どの様に効果があったか、報告願います。（経済効果、人件費、黄色有料
袋の収入、プラごみの回収後の処理手順収出）。
生ゴミの回収で朝7時までに出せというのが本当に気分が悪い。駐車違反や隠れて車の違反を取り締まる警察
に反感を覚えるのと同じ感情がある。分別ゴミで少しでも間違いがあったら置いていく態度に心底腹立たし
い
市民に負担を押しつけず、払っている税金で、市が自ら動くべき。性能の良い焼却炉で、どんどん燃やして
下さい！！リサイクルはナンセンス。経済も先細ります。
ごみ処理方法をチラシ等だけでなく、具体的方法を指導してもらいたい（このゴミはどう処理したら良い
か、いつどの様にホカセばいいか等疑問のない様に指導してほしい。出来れば講習会を望む！）。新聞、そ
の他チラシの課税を計る。ゴミとして大半右左処理をする実情！
当方は、生ゴミを畑で自家処理しているが、一般的には無理なので、し尿処理のように（たけまるコンポ）
科学的に処理して有機肥料として還元できないものか。
Q17でも記入したが、ごみ問題への考え方については個人差が非常に大きい様に思う。近隣を見ていても、き
ちんと分別して出す人と、全く意に介さないような人があり、市又は各地区自治会等の啓蒙が大切なのかな
と思う。
有料化に伴い分別の意識が高まりました。指定袋の自動販売機が、近くにあったら便利。
生ごみ処理器を使用していますが、処理をする時に（運転時）に臭います。特には気にしていませんでした
が…近所の人に「処理器はどう？」と聞かれ「少し、運転時に臭うよ!!」と言ったら、敬遠されました。コ
ンポストを使っている人は、近所の方に特に気を遣っていました。もう少し、使っていない人に理解してほ
しいと思いました。イベント等で、長所短所を積極的にアピールしてほしいです。

大型ゴミを市が無料回収してリサイクルショップに売る。売上金は市に入れる
生駒市はレジ袋を無料でもらえる店がまだまだ多くあり、ゴミ有料化になったとは言え、実際はまだまだ取
り組みが甘いように思います。以前住んでいた市町村ではレジ袋の有料化が徹底しており、不要な袋をもら
わずに済み、台所がすっきりしていたように思います。これからも燃えるゴミ、紙類、プラスチック等分別
回収を徹底すべきだと思います。
プラスティックを分別して出すときに、汚れがどの程度なら出せるのか、あるいは少しでも汚れているとだ
めなのか、はっきりしない。情報提供してほしい。
油（使用済）をまとめて出しにいきたいのですが、回収場所や時間があわない。例えば…土日に買い物に行
くことが多いので、スーパーで使用済み油を回収などしていただけるとありがたい。
包装をもっと簡単にして販売すれば、捨てるゴミが減ると思います。果物などは、ばら売りすればよいの
に。2～3個から数個まとめてパックしてあるので、プラスチックごみが増えるのではないでしょうか。【お
願い】収集時刻が早く（7時までに出せ。）て、冬など薄暗い中収集所まで運ばなくてはなりません。足元も
たよりなくなっていますので安全面で不安です。せめて、8時頃からの収集にして下さい。前述もしました
が、戸別収集してください。衛生社を利用すれば有料になりますでしょうから。

生ごみの資源化に取り組んでほしい
有料ごみ袋の大きなものを安価にしてほしい（市の補助を検討してください）
地域の集団資源のだす日、月1回は良いのですが、市民の新聞をだすという意識が低い。高齢者になってくる
と指定の場所まで持って行くのが困難になっています。各家庭に来てもらうというのもこれからの問題で
す。
指定のごみ袋を各家庭に最低限の量を無料で配布し、それで足りない分を有料にしたらよいと思う（無料の
分で出すようにごみ減量を意識すると思います）
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要望　びん・缶・危険物等の袋を以前のように配布してほしい
リユース、リサイクルの品目、交換マーケット等の場所・機械・回数を増やす。・リユース、リサイクル
（有効利用）でごみ減量になる。　・活動が市民の交流・コミュニケーションの場になる。

高齢化社会が進んでいるのであまりこまかい規定をしないで単純な取組が出来るよう配慮してほしい。
ごみの有料化は全国的から見ても、ある程度は必要かと思っていますが、これ以上の負担は増やさないでほ
しい。
・あまり細かく分別しても効果的と思わない。ビニール袋もたくさん使うので…
・一戸建ての家ばかりなので剪定枝等が多いです。資源化に取り組むのも良いと思う。
ごみの問題（資源問題で処理費用や場所の問題ではない）も大変な問題行政の方々の苦労は本当に理解でき
ます。ごみを半減しようと考えれば、ただ単に有料化を強化すれば良いごみを減らすこと、問題解決は本当
に難しいこと、今取り組んでいるように人の意識を変えないといけないと思う。生き方が固まってしまった
大人の意識を変えるのは容易ではない。継続的な意識改革の布教活動が必要なんでしょうね。そして最も大
切なのは教育、まずは子どもたちへの教育でしょうね。変えていくのには時間がかる。未来を変えるには教
育しかない。それはごみの問題だけでなく、今社会でおきている大変悲しい出来事をなくすための一番の近
道（悲しい出来事の全ての原因は人間である教育を受けてこなかった悲しい大人たちにある。特にいじめや
貧困自動の問題は）ごみの問題一つにしてもやはり教育、ごみだけ点でとらえていてもあまり決めてとなる
効果策はない。教育を軸に様々な課題をそれぞれ線でむすんで取組まないとよりよい市政は実現しない。よ
り良い理性的な人間的な社会を実現するために。（大人への教育も大切だ！）

500ml以下の牛乳パックは現在燃えるごみなので（生協などでも回収なし）これを資源ごみとする方法はない
ものか。
びん・缶・プラごみの集積所が遠い。重く、かさばるのに、はこぶのが大変。生ごみの回収日と曜日が違う
ので生ごみ集積所に出せるようになれば出し間違いが減るのではごみに対する意識が高まる。

プラゴミの日にふつうごみも捨てる方がいて困ることもありました。・ごみは有料化されて割合的に減った
かもしれませんが、資源ごみにリサイクルに適していないプラごみがまざるのが多くなったり、コンビニな
どのごみ箱に捨てるなどマナーを守っていない人も増えたように思います。　・大人になってから自分のマ
ナーを改めようと考える人は残念ながら少ないので、幼稚園、小学生、中学生ぐらいまでにしっかりとした
リサイクルを教えると将来の生駒市のためになると思います。　・リーフレットを配るだけでなく、1人1人
に自覚させるだけの何かがあったらいいんですが、むずかしいですよね。いつもおつかれさまです。以上で
す。

ごみ減量の取組は非常に素晴らしいと思います。私を含めて多くの人は面倒という思いが勝ってしまい、非
協力的だと思います。1人1人の意識の変化が大事だと思うので生ごみ処理の方法やごみ問題についての理解
など学校での教育やセミナー、冊子などで発信してもらう必要があると思います。
・生ごみ処理容器の普及に力を入れてほしい　・容器そのものの配布や生ごみの肥料化の方法の啓発をどん
どんやってほしい
変わったばかりなのでしばらくこれを持続して様子を見てほしい。ころころ変化をされると対応しにくい
し、守らない人も出て地域の住民が迷惑するので。今でも守らない人は守らないのだから。→守っている方
が迷惑しない対策は充分していただきたいです。
生駒市の分別は大雑把であるがこれ以上細かく分別すると追従できない人が出る
ごみ減量は資源の有効活用や地球温暖化ストップへの大きなステップかと思います。是非市の主導で効果が
あがるようお願いします。
資源ごみ（プラ・びん・缶など）も燃えるごみと同じ場所にしたら、今まで出せなかった高齢の方も出しや
すくなると思う。自分も今は遠すぎて朝の忙しい時間に出れないので困っている（前日による車でついでに
出すことがほとんどです）
分別は非常に重要、大切ですが、細分すると分別作業がめんどうになったり、高齢者（おとしより）では、
むずかしくなります。十分に配慮、工夫が必要です。
・大型ごみ、不燃ごみ等の処分の仕方がややこしくTELの時間も限られていて共働きや高齢者には負担になっ
ている人もいる。・分別の必要性はよくわかるが、マンションではないので当日の朝しか出せず働いている
人は当番にあたっていても片づけられない・ごみの分別で傘の捨て方等負担になることが多々あるのでもっ
と簡単にしてほしい・生駒市は有料なので他市に持って行って捨てる人がいるときいた。環境をよくする意
味がない。早く共通のごみ処理法になってほしい。・生駒市のごみが最終的にどうなっているのか。何故ご
みを減量しないといけないのか。何故有料にするのかをもっとわかりやすく教えていただければもっと必要
性がわかり自覚もでると思います。・古紙回収に来てくれる方は生駒市の有料ごみ袋と交換してくれます。
とてもいい方法だと思います。
大型ごみ（指定袋に入る物）を各週1回捨てる日があれば良いのですが。
ごみ袋の有料化は処理するお金を負担しているのだから出しても問題ないと考える人が増える。ごみが減る
ことによって市民はメリットは共有できることをもっとアピールすべき。市内の学校教育に力を入れる。子
供から大人へ教育する。
マンションに住んでいます。マンションに生ごみ処理容器を一台おくようにし、市の方から多少の補助金が
あれば良いと思います。生ごみをそのまま出すより重量もカサも減ると思います。

有料化は大いに効果があったと思います。近所に高齢の方が多く、うまく分別できてない人もいるのでは…
誰かがサポートする必要もあるかもしれません。ごみ回収処分に多くの税金がかかってることをもっとア
ピールしてほしい。
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・デパートなどの過剰なラッピングなどスーパー以外での袋が多いのが気になる。・陶器のもったいない市
は行きたいが、車が運転できないので利用したことがないので、何かいい方法があればいいと思う。・子ど
もの服や自転車など誰かにあげたいなあーと思いますがフリマとかだと面倒だし、ついつい資源ごみにして
います。
ごみの問題は個人個人の意識の問題で一生懸命やっている人とそれをうるさく思う人の差が大きいように思
います。未来ではなく今が良ければの人と何を話しても何も進みません。ごみだしでも出したらしらない誰
かがかたづける一人一人が大切なんですとケンカになる程いってやっとといったところです。一人二人が一
生懸命やってもそこまでしなくてもと笑われる始末です。分別はあまりこまかくしない方がいいではないか
と思います。無駄を出さないことを心してやっていきたいと思います。指定袋は魔法の袋と思い何を入れて
も持って行ってくれることを何とも思っていません。袋に名前を書くようにしてほしいです。名前があれば
あまりに非常識なことはできなくなると思います。
『ごみ袋の大きさがいつの間にか変わっていた』と問題になっていましたが、市は業者まかせにせずしっか
りと管理をしてください。よろしくお願いします。
分別して出したごみ…プラスチックごみやペットボトルなどがきちんと資源として有効に使われているのか
がわからない。アクションだけで燃えるごみとおなじように処理されていると噂を聞いたことがあり、手間
が無駄になっているのかと不安になった。ちゃんと結果、成果が見えればみんな協力すると思う。
各家庭にコンポスト設置が必要か、出来ない地域には、1ヶ所に設置してほしい。もっと生ゴミに関心をもて
る為、コンポストをやすく置ける工夫（回数を少なく経費を少なく、その分各家庭に置く）。置いた家庭に
何か得のあるものを送るか？で数が広がるかも？とにかく関心を引く事は将来につながるのでは？生ごみだ
けの設置はカラス対策、衛生面、回収車の経費を少なくなる。例・家庭菜園への利用等、地区の美化、空気
も良くなる、昔の生駒を取り戻せるかも

市指定のごみ袋、高すぎると思います。バカバカしいです。スーパー等で貰う袋で今まで足りていたのにワ
ザワザ、ごみを入れて捨てるだけのためにお金を払い、貰った袋はごみとして出す事の意味、逆にごみが増
えているということ。
指定袋になってから鍋や小さな鉄製品を捨てるときわざわざ市にTELしなくてはいけないのは手間がかかる。
指定袋に入れたらビン缶の時一緒に持って行って欲しい。
鹿ノ台ではリサイクル資源ごみ回収での収入を自治会運営に当てているので、なるべく協力できるようにし
ている。ごみ減量により、いかに自分の生活に還元されるか認識することが大事だと思います。

ごみ袋が高すぎる。その割に薄く破れるため、使いにくい。不法投棄も増えるのではないか。
壊れた傘の処分が困っています。傘１本に処理券300円は高いと思うので、何本かたまるまで、なかなか捨て
ることができません。せめて指定袋に入れば50円以下で捨てられるのに。傘用の指定袋があれば便利だと思
います。
大型ごみ特に木製家具、板類の処分が面倒です、又高くつきます（枝切れ一枚300円！その為燃えるごみも増
える（自分で切断できるものは）
以前寿大学生の折、焼却場の見学に行ったが、我々老人も関心を持たなければいけないが、現代子育て中や
家庭に居る方にもっと施設を知ってもらいより関心を持てる様なとりくみ方を提案する。年に一度見学会
（焼却場）を募集している様だがもっと一般の人に広めてほしい。

現状の取り組みを続けていただきたい。庭が広く剪定ゴミ大量に出しています。業社に委せておりません。
今後も大量に出す予定です。最近、粗大ごみを整理して出しました。もう出ないと思います。ありがとうご
ざいます。
生ごみ、燃えるゴミはうちの近所では減ったと思う。カラスも減ったしとてもいいとりくみ方をされている
と思う反面、プラゴミが増え（こちらに個人のモラルの問題が問われるが）きたない汚れたプラゴミがある
のに出している人がいるせいで、カラスがきてゴミステーションをあらしている事があるので、プラゴミの
出し方についてもっときつくしてもいいのではないかと思う今日このごろです。

生ごみ処理容器に興味があるので、取り入れたいと思う。ごみが減ることで環境がどのように良くなるのか
を（メリットなど）わかりやすく伝えれたら、より意識が高まると思う。

生ごみ処理器を低額または無償で各家庭に配布。または地域ごとに1つ置く。1つの値段が高額なので、なか
なか手が届かないので、市の補助を大きくすると助かる。
ごみ問題は学校教育でも必要であると思います。もちろん家庭の教育も必要です。以前に居住しておりまし
たドイツ、スイス等では、ごみに関する啓発が進んでいて自分の問題として取り組まれていました。

※ごみ減量とは異なる事ですが、「集積所」システムが限界に来ているのではないかと思います。白庭台で
は高齢者世帯が増え、ごみネットを運ぶのが困難な人がおられます。私の友人は、自宅分も含め3世帯分のゴ
ミ当番をしておられます。今後増える一方だと思いますので。他地域（ex.登美ヶ丘）のような個別収集を導
入する方向で議論してほしいです。
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指定ゴミ袋のサンプルが送られた時7ℓの袋にゴミが一杯になるのは2～3週間かかり、その間家の中に段ボー
ルを置いた中に指定袋を入れフタをしていたが、15ℓを使う頃には気温が上がり置いているゴミにコマバエが
わいた（プラゴミもスーパーの袋一杯になるのは2週間）。タケノコの皮は天日干ししてから、茶ガラは土に
還すetc.工夫しているが集積場のゴミは減ったか知らないが我が家はゴミ屋敷と化してきた。たまたま一緒
に捨ててもらえることになり指定袋は廃品回収etc.でもらったものもその人に渡している。一人暮らしのお
年寄りはどうされてるのか・・・・。ゴミを減らすのが目的ならば小さいゴミ袋を無料で配り、入りきらな
い人は自分で大きい袋を買えばよい。買いたくない人は減量の為キッチリ仕分けするのでは？皆の住民税は
どこへ行ったの？と思う。Q18の3に書いた通り。

特にプラスチック容器の分別方法の仕方がわかりにくいものもあるので（歯ブラシなど）多くの方々に知っ
てもらう必要ありと思います。せっかく分別して出してもカラスの被害が多く、散らかったものは回収され
ず残っているので、カラス被害をなしにする為の工夫をお願いします。頑丈なゴミ庫や備え付けのゴミ庫
等。
ゴミ袋の有料化は市民にペナルティを課しているようにしか思えない。コンビニや駅、不法投棄など家庭ゴ
ミを指定の場所以外に廃棄しているのをよく見る。リサイクルや「もったいない」の意識づけなど、市民が
自ら、「ゴミを減らそう」ではなくリサイクルをしたいと思えるようにすべき。リサイクルや必要な物だけ
を消費する事が「ゴミ削減」につながると考えます。
不燃物や大型ゴミなどが以前は月1、もしくは半年に1度出せていたのに出しにくくなり、不便です。電話し
て取りに来ていただくのですが、なかなか気軽にとはいかず、倉庫の中に不要な物がたまってしまっていま
す。
もっとこまかく分別するものを知らせてもらえると分けやすいかなァと思います。捨てる時に悩む事が多く
て・・・。
自治会単位で新聞紙、ダンボール、牛乳パック、ミックスペーパー等紙類のゴミを集めて、資源回収業者に
渡すようにし、市の収集車が回収しないようにすれば、かなり減ると思います。（もちろん、業者が回収に
来るまでの間、どのように保管するのか？紙の種類を市民がきちんと理解して分別できるか等、いろんな問
題はありますが・・・・）
分別すると云う取組は浸透してきていますが、なかにはプラゴミの日に別のビン缶を一緒に出される方がい
ますが、地域ごとに当番を決めて管理していますが、当番の人が分別出来ていない人の分を誰が捨てたのか
分からないので大変困ります。市の立て札がありますが日、曜日が変わってもまだ前のままにしておられる
ので変更が有ればその度、立て札は改善して欲しいですね。
私達もごみの減量が進む様に願っています。でも一番頭を悩ましているのもゴミの分別です。もう少し簡単
に分別が分かるようにお願いします。
環境学習が大切であり子供から大人まで楽しく学べる場を系統的に将来まで続けること。人間がいる限りゴ
ミ問題は限りなく必要だから。
・分別がやはりむずかしい。わかりにくいです。シールのついたプラなど、どこまでなら資源になるのか、
ならないのか。そもそもプラとして出すゴミと燃えるゴミとして出すゴミが、出した後どうなっているのか
よくわからないので、プラにプラでないものがどのくらい混じってていいのかもわからない。わからないと
結局燃えるゴミに入れてしまう。・個人的要望になりますが、うちからゴミ集積所が少し遠くなおかつ収集
が朝の7:00過ぎには来るので、出しそびれてしまうことが多いです。8:00以降であれば出勤時に出せるので
大変助かるのですが。それは全体でみると難しいのでしょうか・・・・

毎年高い税金を払っています。ゴミの取り扱いは、一番の市民サービスです。この事で市民に負担を強いる
のは論外です。しっかりして下さい。
分別を正しくしないで、ゴミを出している集積所（特に資源ごみ）が時たま見受ける。PRを徹底すればよ
い。特に新規の入居者に。
生ごみは資源ゴミとして分類するのは賛成である。しかし、分類するに当たっては今まで以上のハードルが
あると思う。今回の設問の前に問題点をもっと整理し、示し、我々が行う手間の範囲によりOK、NOの答えが
出るのではないでしょうか。
ごみ分別は徹底したいと思うが、分別しづらいパッケージ（分別困難な）などもあり、苦戦することも多
い。分別の判断のあいまいな部分もあるので、もう少しはっきり分かりやすいと良いかと思う。ごみをコン
パクトに出して有料のゴミ袋代を節約することを良い形でアピールすることも必要かと思う。

ミックスペーパーが資源ごみとの認識がうすかったです。しかし、ミックスペーパーが資源ごみなら、きち
んとゴミ袋を配布して資源ごみとして分別しやすいようにして下さい。

このようなアンケートを出す人はゴミの事に関心を持っている人で、高齢の方などはややこしい分別につい
て関心を持っていない人などは、元々このようなアンケートにも回答しないのではと思います。高齢の方々
の為にもわかりやすい分別の方法を考えていただきたいです。
新入居される方に充分説明されることで徹底してもらう。知らずにゴミを捨てない様に注意が必要です。ゴ
ミ扱いの知っている方が区別せずに混ぜて捨てられる方が問題だと思います。区別して徹底しておればゴミ
の減量化は大変理解されている自治会だと思われます。
大型ゴミ燃えないゴミの定期収集の実施。
ごみの収集時間帯が朝7:00というのは早すぎる。ごみ当番は6:00までにごみ箱を出さなければいけない冬な
ど大変である。町の老齢化でごみ箱が重たくいつまで続けられるかごみ箱を常時固定して設置してほしい。
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マンションポストに必要ないDMがたくさん入れられる紙のごみが増えている。また中身が見えるので（黄色
有料袋）隠すために新聞紙でくるんだりしてかさばる。我が家で1年間でごみ袋代3000円支払っている。有料
なので特にごみを減らそうとは逆に思えない。どちらにせよ有料なので出せるごみは気にせずに出してい
る。無料の時の方がきちんと分別していた。マンションごみ置き場にも問題あり。夏はカラスがつついて散
乱している。ネットをしているが意味がない。ゲートをつけるなど各ごみ置き場の美化意識を整える方が先
決だと感じる。ごみ回収車の作業員さんの身なり等きちんとしていただきたい。たばこ吸いながら乗車して
いる姿もあった。奈良市のような体質ではないことを願います！！すてきなユニホームで茶髪は禁止（あた
りまえ）回収されていると市民の意識も変わると思う。ごみには変わりないが、必要なくなったモノを回収
されていると思えば出し方もきちんとすると思う。そのためにも、こちらに問うよりも市職員（作業員）の
身なりを整えていただきたい。新幹線の清掃員は素晴らしいですよね。
ゴミ袋が破れやすい。有料なのに残念。値段も高い。
・生ごみの量は減ったがミックスペーパー、ビニール袋などトレイ類などの量が多く、市がスーパーや店と
協力してまずトレイを簡易包装に返る方法を考えなければ私共田舎では店舗前の分別入れもないので資源ご
みの日は生ごみの量より多くなり生ごみに入れるものさえ混入されていることもある。・大型ごみ一回300
円、生ごみ袋有料もエコ化減量化促進のためとはいうものの本来は税でまかなうべき。ごみ減量化、分別は
度々自治会での徹底、市回覧などを増やし各家庭の自覚とマナーを促してくべきと思う。

ごみの種類によって場所・日時を指定するのではなく、分類別ごみ袋を作り、収集する。
自治会の環境部局でPRされているが、分別をしない！！指定日に出さない！！Etcマナー違反者の撲滅運動を
努めることがごみ減量にも連動するのでは？？
燃えるごみの有料化によってごみに対する意識の改革には有効だったかもしれないが、その料金がどういう
風に生かされているかは本当のところわからない部分である。個々の意識を高めることは難しいので、これ
以上を求めることは困難ではないだろうか。
ごみ袋の有料化によってごみの量は減ったと思う。ただ、その袋が大問題だ。非常に薄くてすぐやぶれそう
になるし、持ち手ともう一対の結ぶ箇所があまりにも弱すぎてすぐ切れる。45ℓでも一般（市販）の45ℓ袋よ
り入る容量がはるかに少ないと感じる。広報でもみたが、導入当初よりいつの頃からか小さくなっているら
しいし、非常に腹立たしい。また不燃ごみがなくなり大型ごみ扱いになっていることが非常に不便だ。有料
袋に入れるのならなるべくまとめてと思い、不用品ごみをためてしまうことになる。かさも分別が面倒だし
有料になるのがもったいない。正直、十分使える傘がいっぱいあり、ごみに出すのではなくそのままどこか
リサイクルや寄付できるようなシステムはないかと思っている。
・スーパー等での商品ケースに並ぶ肉や魚はトレーに入っており、かさばるしもったいないと感じてい
る。・ごみ収集場所は地域で何か所か決められたところに持っていくが個々の家庭の前で収集はできないの
だろうか。
Q18に述べたと同じ。私の知識不足であったなら申し訳ございません。でもこのように感じている人は少なく
ないと思いますので周知に努めていただければ協力努力は惜しみません。
Ｑ18→市は生ごみの処理をどうされるのですか？
結局、分別しても焼却施設で一緒に燃やされると聞きます。
手間だけ増えても、環境保全に役立っているという実感がなければ市民も努力しないと思います。

ごみ減量は大切なことだとは思うが、分別が細かくなるにつれそれぞれを分別してごみの日まで保管してお
く場所が家の中になく今の分別の種類でも困っている。また細かい分別がややこしく分別しにくい。ペット
ボトル等資源ごみもたまるものだし、もう少し家庭内のスペースのことも考えてもらえるとありがたい。

目に見えて得るものがあるか。失うものが多くなければ減っていかない。資源ごみの玄関先回収は手軽で面
倒な運搬作業がないためとても有効であった。他のごみも玄関先で回収できるように収集車の人がいちいち
車をおりずに回収できればよりよいと思います。
もえないごみ、大型ごみなど申込みなしでも定期的に回収してほしい。電話予約やリサイクルセンターへの
持込がめんどうでもえるごみに出してしまうことがある。
減量運動は続けないといけないと思います。でも有料化につながるとは思いません。あくまで公共の事業だ
と思います。（その分税金をあげねば…それも仕方なし）
燃えるごみを有料化にしても分別をせずに出している人はいると思う。有料ごみ袋を透明にして中身がわか
るようにすれば少しは意識するようになるのでは？ただ主婦としてごみ袋の値段は高いと思う。無料に越し
たことはない。
ごみの分別をするのはいいけれど分別したプラスチックごみはきちんと資源化されているのでしょうか。気
になります。分別したものの最終はごみとしてもやしてるなんてうわさもあります。生ごみはきちんと分別
回収できたら市の方で肥料とかに再生できたらと思います。
有料化を行って相当ごみの量が減ったように思います。私の家ではもともとごみを作らないので今までと変
わりませんが、ごみの臭いが気になるため2週間に1回（4回に1回）7ℓ以下ですかすかですが出しています。
ただ高額にしたら人の見ていないところでごみを捨てる人がいたり焼いたりするのではないかと心配しま
す。呼びかけることで（見回ることで）改めてもらうように働きかけるしかないのではないでしょうか。今
行っていることを確実にすることがいいように思います。
広報等でお知らせするのが一番いいと思います。
不燃物はともかく可燃物を分別することにあまり意味がないと思います。生ごみの水分を規制すること意外
は燃やして熱エネルギーとして回収することが最も望ましい処理の方法と思います。
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燃えるゴミは半分ぐらいは生ごみなので、生ごみを分別できたら、減量につながる。キエーロを各家庭に設
置するのは大変すぎる・・・。実際使用してみて、時間に余裕がないと続かないな・・・と感じた。機械式
の生ごみ処理機が近くにあればあまり負担にならないかも。スーパーや公民館にある牛乳パックやペットボ
トル回収みたいな感じで生ごみもあればいいなーと思う。
広報にでも現状を公開し情報提供してほしい。現在どのように資源ごみが再利用され、流れているか見えて
いない。ミックスペーパーなどの複合ごみがどのように資源化されるのかも知りたい。

まだ使用できる家具や家電洋服等を無料で回収し、必要な方に提供できる機会や場所を作っていただけると
いいです。
・生ごみの処理器は、市が全額負担するというのであれば、考えてもよい。またそれを肥料など何かに活用
できるのか。・自治会に入らない人、年老いているということで、ゴミ集積場の仕事ができないという人も
おり、トラブルにもなったので、個別に収集してほしい。他の自治体にはそのようにしているところもあ
る。ハイツのゴミの捨て方（障害のある人や老人が多く住んでいる）は、ルールが守られず、周囲に散ら
ばっている。集合のゴミ捨ては無責任になる、・上の方の家を建てられた際に、上の方の溝に木の板が落ち
ていたが、それが下に流れてきて、流れきらずに止まっている。しかし、溝のフタがあかない。市はそう
いったところを点検すべきではないか。・ゴミのポイ捨て、タバコのポイ捨てについての方の広報にもっと
努めてほしい。・傘を捨てるのにも￥300いることは、納得いかない。ゴミ軽減という、市長や市の理想のた
めに、我慢させられている。きちんと生駒市に、税金をおさめている人には、年に5回までは、大型ゴミは無
料にする・・・といった措置をとるべきだ。・他市より、母子家庭の人たちが移住すると、他市よりも高額
の手当てがうけられるので、移住したと言っている人がいた（エステにいくぐらい余裕ある人）。本当なの
か？今まで生駒に住んでいたのならよいが、そうでない人には同額の手当てはおかしい。障害のある人に手
当てをだすことに取り組まれていたが、それもいるだろうが、それによりたくさん移住者が増え、市税が圧
迫されないのか？生駒市のみ、特に手当てをあげるのはどうか？子どもを生むとき、他市よりも医療の受診
手当ての回数がへったということをきいた（かなり前なので間違っているかもしれないが）。市や市長が目
玉のもの、花火をあげるかのように、アピールの強いことをしたいのかもしれないが、多数いる市民の日々
の負担も考えて欲しい。浄化槽の手当てなどだしてほしい。・里道に、近隣にいわず、草をぬくかわりに薬
を、市の人がまいていることがあった。これは、環境汚染にならないか、まく薬は、食品系のものなど配慮
されてるのか。市が、ゴミについて適当ではないか。

高齢化世帯、単独世帯増加等の現状も踏まえていただき、人的、金銭的負担の急増にならないようご配慮お
願いします。
いらない食器を、もったいない市になかなか持って行くことができません。ビンカンの日に、ゴミでなく
もったいない市に出す日をもうけてもらえると、出す人が増えるかも。
・行政として、ゴミの減量化に積極的に取組み、高く評価できる。・燃えるゴミのうち、生ごみの処理容器
が普及すれば、もえるゴミの大幅な減量化が可能と思う・そのためには、生ごみの利用の方法をもっと広報
する必要がある。
やや袋代であるとか、大型ゴミに貼るシールが高すぎると思う。
・分類が徹底されていない。・空ビン等は食品入れに再利用すれば良いと思います。
あまり細かく分別は老人にはわかりづらく、もう少し分かりやすくしてほしい。
空き家対策の一環として、空き家の中の家具etc.の処分については、無償化を検討して欲しい（以前なら大
型ゴミは無償であった）。

以前住んでいた生駒市内のハイツで指定袋を使わずゴミを出す住人がいて、定期的に管理会社がゴミをどう
にかしてくれていました。袋を購入している側からすれば、あまり良い気ではありませんでした・・・。白
庭に資源回収ボックスが設置してあるのを見かけました。捨てたい時にすぐ捨てれるのは良いと思
う・・・。そうゆうのが町ごとにあると分別ももっとすると思います。
いろいろリサイクルできると思うけど、その集積所まで行くのがしんどくて断念する人も多い。せめて自宅
の集積所までなら行けるけど、ワザワザ出かけるのがめんどくさかったり、体調悪くていけない人もいてる
と思う。もっと集積所を多くしてほしい。又、物を売る側も何かしらの工夫をして簡易包装にしてほしい。
もしくはスーパーなどで簡易にできるように（自分たちで）その場でゴミを捨てれるようにしてもらえると
か・・・

・使用済食用油をペットボトルなどに入れていたが、回収日になかなかいけない。常設や土日夜間に回収で
きるようにしてほしい。・大型ゴミ（電化製品）については、修理するより購入した方が安くつくというと
ころが大きな問題だと思う。→町の修理屋の開催や、かんたん修理教室などを開催してはどうか？

ゴミ減量の取組みについては良いと思いますが、ゴミ袋代はかなり家計にダメージを与えられてます。高価
な割にすぐにピリっとなってしまいますし・・・。あとは個人の意識の問題なような気がします・・・。あ
まりきつくしすぎでもお店のゴミ箱に家庭ゴミを入れる人が増えたり、ポイ捨てが目立つようになる気がし
ます。ゴミ袋有料になってから、道路に転がっているゴミを以前より見る様な気もします。
高齢化が進む現状で、各家庭への個別回収について、効果とコストについて充分検証して頂きたい。

プラスチック分別しているが、本当にリサイクルされているのか、費用がかかっていないか、気になるの
で、今度広報でも取材してみて下さい。
袋を安くする事、一年に２回位自治会より無料でくばる事。税金払っている。
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1家庭の人数に合わせて年間何枚というゴミ袋の配布を希望します。ゴミの量の多い家庭は配布されたゴミ袋
では足りない、その場合は自己負担にて購入するというシステムにしてほしいです。ゴミ袋の有料化は家計
への負担も大きいので厳しいと思います。
・地域により取り組みが異なっている感がある。・他の地域からの持ち込み（分別しない）に苦慮してい
る。上記のことから、分別についての基礎的な理解度やモラル向上のために、啓発に努めていただきたい。
→効果的な方法で　　また、再利用されている実例など示されていると分別の励みになります。（現状で
は、プラ等の処理が不明と感じている）
ゴミ減量をPRしてほしい。
夏場だけでもペットボトル、缶、ビンの回収は２週間に1度では困るので1週間に1度にしてほしいと思いま
す。
ゴミ処理について、ゴミ半減のため指定袋の有料化を実施したと思うが、特に資源ゴミの分別により相当生
ゴミの収集は減量されていると思う。しかし、現状は、有料化に伴い、老齢者の生活費から今回のゴミ有料
化に伴う指定袋の出費、今回のアンケートの中でも減量化のために、まだ指定袋を高くしたい内容等、納税
者である市民のことを考えた上でのアンケートをしているか疑問である。有料化に伴って、資源ゴミと一緒
に一般ゴミを出しておられる方が多く、各担当評議員が大変困っていると聞いており、環境と税を結び付け
て申し訳ないが何かいい方法の一考を、有料化になる前迄は、このようなゴミ処理で困った事はなかったよ
うです。
元々、我家はゴミ週1袋45ℓ。今も変わらず年金生活者は、ゴミが少ないにも関わらず、ゴミが多いといちゃ
もんをつけられ、有料化に。低所得者・年金生活者には、年間45ℓゴミ袋50枚、大型ゴミ処理券数枚を無料配
布すべきだ。それをしなければ、生駒市役所は、ゴミ減量を大義名分にした、ただの弱い者いじめ集団でし
かない。
子育て中の人はごみが多くでると思います。キャベツを買っても外の皮をすてるので、家族の多いところは
たいへんです。希望として、ゴミ無料でゴミ半減化です。・小さい大型ゴミ（カサ等）ができたときは、有
料ゴミ袋に入れて、ビン・カンの日に出したい。
とてもむずかしい問題です。毎日子育ていろいろ多忙のなか、ごみ袋有料となりました。しかし、私自身子
育てが終わり、ごみを仕分けるのに時間的に余裕が持てるのでしっかり意識し心掛けて分別してますが若い
世帯でお金に余裕のある方はさほど以前よりごみを減量されているとは思えないのが現状です。かといって
これ以上ごみ袋を高くして頂くのは年配者として老後が心配にもかかわらずそういった解決法は止めて頂き
たいと思います。
現在、資源ゴミと燃えるゴミの集収場所が異なるが、資源ゴミも燃えるゴミと同じ近い場所で収集していた
だけれると、もっと分別が進むのでは？遠くに出しに行くのは面倒という声をよく聞きます。

生ごみの指定袋はとても効果的だと思う。現実ごみ集積所への皆さんの出す量がかなり減った。資源ゴミに
関しても影響が出てきっちり分別されるようになった。より一層の生ゴミ減量の為には、Q17に答えたような
アドバイス等の運動、スーパーへの量り売りや、まとめ買いをあっせんする売り方の防止など協力して貰い
たい。
Ｑ17→生ごみの大半は食品だと思うので、ムダをなくす調理法等のレシピを広報に載せる等する
有料の指定袋の区分をもっとふやして欲しい。例えば15ℓと30ℓの間20ℓ、25ℓ等があれば減らす努力の仕方が
変わる。
ごみ処理の有料化が実際どの程度の減量効果があるのか疑問が有る。日常生活パターンが大きく変わらない
以上ごみ減量に変化が出てこないのでは。有料化は単に他府県の物真似であり、有料化に伴う自治体の収入
分がどの様に反映されているのか、明確に示す必要が有るのでは→例えばごみ焼却場の大型化、増設等々…

ゴミには、さまざまな素材が複合したものが多く、その分別に悩むことが多い。その点について、分かり易
くすることでゴミの軽減の一助となると考える。またこれは、ゴミの不法投棄を防ぐことになると思う。

20ℓの指定袋をつくって欲しい。缶、ビン等の資源ゴミは月二回なので一回に出す量はごく小量の時もある、
小さな袋に入れて出すのは抵抗もあるし市全体となれば包んだ袋だけでもそうとうなかさになるのでそれも
問題、一軒に一つコンテナのようなものをもってそこに入れて出す。中の物を持っていってもらえばコンテ
ナを一軒が引き取る手間がかかるようだがゴミ減量を考えるならこれ位のことはしていかないと楽しては進
めない。市民一人一人にゴミ減量を関心をもってもらえるような取り組むを続けていくのが肝心だと思いま
す。
今、ネットを利用しています。他の地域で、折りたたみ（組立てできる）のごみネット箱を見ました。近所
の方に聞いたら、私達の地区では人数制限があるので、市からの補助がでないとのことです。組立てのごみ
ネット箱ならカラスや猫のごみ荒らしが減るのではないかと思います。収納するのも折りたたむだけだから
楽ではないかと思いますが。
生ごみを焼却処理するのでなく、資源化（肥料etc）することは、CO2削減にもなるのではないでしょうか。

ごみの有料化は、効果を上げているのでしょうか。乳児のいるご家庭などは、ごみを出したくなくても出て
しまうと思います。他の市町村のやり方など調査されて、有料化以外の対策を考えていただきたい。

各自責任をもってゴミを出すようにするため、家の前にゴミを出すようにすればいいと思います。大阪市や
堺市などは「家の前」に出しているようだ。
次の世代のためにもごみ減量は大切なことと考えます。取り組むことが自分のメリットにつながるようなプ
ランを考えていただければ嬉しいです。
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ごみの指定袋の料金がもっと安い市町村もあると聞いています。もう少し安くてもいいと思うのですが…そ
うなるとごみは増えるのでしょうか？
ごみ減量化はとても大切なことだと思います。でも指定ごみ袋は今でも充分高い値段でこれ以上の値上がり
は反対です。住民の負担なく減量できる方法があればいいと思います。
大型ゴミ（燃えないゴミ）の有料化をやめてほしい。不法投棄がある。
ごみ袋は有料化は高いと思います。そのごみ袋を有料化して得たお金はどこにいっているのか？生駒市とい
うより人にちゃんと還元されているのか。議員とかにいっていないのか？そこが知りたいです。有効にその
お金を使っているのか？
針金・くぎ、めがね等小さな金物の燃えないゴミも缶、ビン類と同じ日に（有料袋に入れて）集収していた
だきたい。
ビン・缶・ペットボトルの時、奈良市のようにビン→コンテナ、缶・ペットボトル→ネットみたいな袋に分
別して入れるのは？ゴミ袋が減らせるのでは。年末年始、お盆休みはしょうがないが、3月9月に燃えるゴミ
のお休みがあるのは困る。小さい子供がいると、おむつなど臭うゴミを一週間、家に置くのは、とてもイヤ
だ。
ゴミ袋今すべて買ってますが、市の方から各家庭に年間いくらかの補助を出して欲しいです。集積場所を増
やし四～五軒位にすれば、出した人がわかるので、ゴミの分別等、意識が高まるのではないでしょうか。
あまり厳しくするとスーパーのリサイクルボックスなどにゴミや洗わない物まで入れてせっかく洗ってきれ
いにして出したのに無駄になってしまう。市民皆に伝わるよう広報を見ていない人もいるので、そこの所を
どうにかして欲しい。　　　字がきたなくてすみません。よろしくお願いします。
ゴミを削減するには、各家庭の意識改革が必要と考えます。その為には市役所職員一丸となって①ゴミ削減
の目的②市が取組んでいる施策③ゴミ分別の方法、（特にミックスペーパーとプラゴミ）その他について
市民（各家庭）に理解活動を行うことを提案します。但し、パンフレット配布ではなく、各世帯を集めて直
接説明する方法の提案です。→直接の会話から何か得られると思います。
ゴミ＝資源の意識を徹底する為、わかりやすいPR紙を再三配布する。　ごみの分別方法をよりわかりやすい
ようにPRする。
ごみ減量、環境保全は重要な事項とは思うがあまりしめつけを厳しくすると逆に不法投棄等の問題が発生す
ると思います。まずは、各家庭の意識づけが大事になってくるかな。と思います。

家庭や地域でまだ理解できて居無い所が有るので、もう少しきびしくても良いのでは。
大型ゴミや燃えないゴミも電話で申しこむようになっていますが、年寄りのみの家族宅では少しずつゴミ屋
敷と化していく姿があります。ナベ、フライパン、小型家電等、庭に積まれています。以前の様に、年に数
回回収して頂きたいと思います。
地域によっては分別無しで回収されている所が沢山あります。もちろん無料です　無料にして分別する事は
なれて来たので以前のようにゴミ収集して下さい。
高齢者の希望としてはやはり前の様に粗大ゴミを年2回位、決まった日に行ってほしい。電話して、番号いた
だいてとかは高齢者にはおっくうになる。
まだ分別が出来ていない方が多いのにおどろきました　もっと広報などで啓発活動すべきだと思う。
・生ごみ処容器を簡単に安く使える様にスーパーやホームセンターの目立つ所に展示して沢山の人に利用し
てもらう。　・スーパーやホームセンターに生ごみ処理器を設置、肥料にして1袋30円程度で販売する事で家
庭ごみが減り、肥料も安く購入出来る。

プラ容器、包装は本当にリサイクルされているのか疑問です。洗って出すのか、漏れていない方がいいの
か？（回数が少ないので、漏れたまま出してしまう）もよく分からない。車を運転しないので、油・食器市
などに持って行けない。もっと近所にあれば活用できると思います。大型ゴミ燃えないゴミも出しにくすぎ
る。減量も大事だけどそうは言ってもゴミは出るので出しやすくしてほしい。
一定量までのごみ袋の無料配布　越えた分のごみ袋の値段は、今までより上げる。
ゴミ袋代が高い。45ℓでは小さい。この取りくみでゴミは減っているのか？指定ゴミ袋に入れられず放置され
ているゴミを多く見かける。衛生的にも、かなり問題があると思っている。市民にばかり改善や要求をして
いるが、市役所でどれだけ努力をしているのか。役所がどれだけ努力・改善に努めていてどれぐらい結果が
でているかとういことも市民にしっかり伝えるべきだ。今の市政に非常に不満である。
市の指定のゴミ袋の金額がもう少し安くならないか、家庭において出来るだけゴミを少なく。
近所に生ゴミと不燃物さえ無分別で指定袋を使わず捨てたり、共用部分に大型ゴミを投棄する人が居て大変
迷惑しています。本気でゴミ削減なら、下限～平均の底上げにも力を入れるべきではないでしょうか？ポス
ター等に啓発で理屈よりも感性や情に訴えるタイプがあってもいいと思います。
ゴミを減らしたい。市場の売り方（紙やプラゴミとなるものをつかいすぎている社会）について、「問題
だ」と声を上げよう。理由・ごみは減らずに増すばかりだから地球を汚すばかりだから。がんばる生駒市に
期待してます。
スーパーで食料購入した際のトレー捨てる（市）がないスーパーイソカワ1ヶ所しかなくて遠いし不便。（白
トレー柄、色物トレー臭、おかず肉いろんな食材に使っている）市でもトレー捨てる所を作って欲しい。

指定袋がもう少し安いと助かる。いろいろと分別することで家庭ごみが減ってプラスチックミックスペー
パーなどリサイクルできていいと思う。
毎週毎月のゴミ量の公開、又、その特徴（傾向）等の報告・分析及びその減量化されている方の妙案等提示
して下さい。月2回の広報にゴミ欄を設ける。
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アパートやマンションに住んでいて、広報や回覧板を見ることがない方にゴミの出し方を周知することが必
要かと思います。（分別を知らない、又は、洗わないで分別している）タバコのポイ捨て禁止条例のポス
ターやタバコ販売の時にチラシや吸いガラ入れの配布（JTに協力してもらう）等をしてはいかがでしょう
か。
（現在、リレーセンターへ持ち込んでいる）小さい物（金属、プラスチック）（30ℓ、45ℓの袋に入る程度）
は、定期回収してほしい。
以前、他県に住んでいた時、缶・ビンや新聞・古着などを回収場所に持っていくと、スーパーのポイントが
たまるシステムをよく利用していた。捨てにくる人もたくさんいたし、あちこちにあったので、とても良い
と思っていた。そんなのが生駒市にもあれば利用するのになー。
市が中心となり、大型ゴミのリユース事業に取り組み、有効利用できるようにすれば、不法投棄が減らせる
のでは？
ゴミの分別でめんどうな事は、燃えるゴミは週2回、後の資源ゴミは回収が少ないのが、家にゴミがたまるの
がイヤ。プラは2回がいいな。夏場のペット、ビン・カンは回数増やすか、子供会、学校の回収の回数を増や
すと出しやすい→ミックスペーパーも一ヶ月でかなりの量ですョ。油は回収場所が、辻町は図書館か市役所
なので、近場が有るとよい→こす紙の販売が少ない。かんたんに油こしの提案！！！
大型テレビ、ストーブ（電気ストーブも）、扇風機、食器かんそうき、雨傘(ナイロン製、布製）いたんだも
ののしまつ方法、茶びん鉄びん花瓶等々のやり方がわからない。市へ聞けばとか業者へたのめばとか言われ
ますが分かりません。
現在集積所に出す形なので、いつでもゴミを出せる場所があると、分別に対してさらに意欲が増すと思っ
た。しかし、いつでも誰でも出せるようにすると、分別せずすてる人もいるかもしれないが、カギ等の工夫
を行い、分別できるゴミ捨て場が欲しいと思った。　（イラストがかいてある）←もえるゴミ以外のくさら
ないものをいつでもあつめれるところ

生ごみ処理容器の個人配布（無料化）また、その生ごみ処理容器を各家庭でどれくらい使用しているか、
月々の使用状況で市から買取（電気代）制度にすれば、もっと分別できると思う（ソーラーパネルで売電み
たいな感じで）。
高効率の炉の建設で発生エネルギーの活用
不用品（ごみ）が少しずつ家庭内にたまっていくような気がする。市民サービスという観点から、大型ゴミ
は無料にしてほしい。燃えるゴミについても少なくとも一定量までは無料にすべきである。ごみ有料化は、
資源ゴミ分別の徹底化に効果はあったかもしれないが、これ以上の効果は期待できないように思われる。資
源ゴミがどのように処理・利用されているのか広報誌に掲載すれば（効果が分かれば）分別の励みになるの
では。有料化によって家庭から出るごみの量が減るとは思われない。時代時代によって必ず一定量のごみは
排出され、これを減らすには使用量を減らすしかないが、現実的でない。燃やすごみの量を減らすというこ
とであれば、分別化を徹底するしかない。ミックスペーパーの回収率が低いように思われる。ミックスペー
パーの処理法、再利用のされ方を広く知らしめることによって理解が深まり回収率が少しは上がるのでは。
資源ゴミが分別されれば、燃えるごみの大半は生ごみになるのでQ18の対策は燃えるゴミ半減化に有効である
ように思われる。市民にとっても評判の悪い有料化に対し、指定ゴミ袋購入費の削減にもなる。
大型ゴミの収集を再度実施して下さい。
有料化が始まってから山に捨てられているごみが増えています。市のゴミ袋の値段が高いと思います。
①ゴミの分別化による効果、ゴミの減量化を取り組んでの効果等々の報告を「広報いこま」に掲載して下さ
い（四半期毎に・・・・四季による差が生じているか等が見れる）。②各町会等が取り組んでいる「集団資
源回収」の効果も併せて報告してもらえばありがたい。　以上、協力している事柄の報告が皆無では？

スーパーのプラスチックバッグだけでなく、デパートの過剰包装、プラスチックバッグ配布も市で取り締ま
る必要がある。
ペットボトルやトレイetc.スーパーで回収しているが、正直持って行くのが遠く、分かっていても、協力で
きません。手間がかかるばかりでは、減量化はむづかしいと思います。
①集積所に「カラス対策の折畳式カゴ」を設置してない所がある。設置に必要な経費は、利用世帯が10世帯
を超える所だけ、生駒市が半額補助すると聞いている。「カラスのゴミ袋食い散らかし」の後始末は大変な
労力を伴うので「カラス対策の折畳式カゴ」を、生駒市が負担して設置してはどうか。当然財源問題が浮上
するが、解決作の1つが生駒市がかかげている「低炭素社会の実現」を単なる「お題目」でなしに、本気で取
り組むことだと思う。誰でも思いつくことは「生駒市役所が率先垂範していない」ことだ。夜間、部屋毎に
天井照明を使い、深夜まで残業している姿・・・・これは「低炭素社会」を目指している姿とは、とても思
えない。前山下眞市長の失策を、そのまま引き継いでいるのは誠に残念だ、日没後の勤務には電気スタンド
を使ってはいかがでしょうか？そうすれば、生駒市役所の「本気度」が目に見える形で住民に伝わり、住民
のゴミ減量化への取り組みにも性根が入ると思います。更に「カラス対策の折畳式カゴ」無償設置をされれ
ば（新たな若干の問題はあり得るものの）住民の生駒市政への感謝、信頼も深まるものと思います。②奈良
市が既に実施してると聞く剪定枝ゴミの有料化には反対です。剪定枝ゴミは剪定される前は、地域社会に
「酸素」を供給してくれた功労者なのです。更にCO2を吸収して下さった大変な功労者なのです。その恩を忘
れ、奈良市は「感謝報恩の精神」を捨てましたので、いずれ地獄に落ち、閻魔大王様の裁きを受け、地獄の
業火に焼かれることでしょう。私が愛する生駒市には、そうなって欲しくないのです。よろしくお願い申し
上げます。

山歩き等でみかけることがありますが、不法投棄が有料化により増えている気がします（感覚だけかも知れ
ませんが―）。集積所の数を増やす、値下げする等何らかの対策を期待します。
プラスチック製容器包装の日を、週2日にしてほしい。かなりの量になるため。ビン缶ペットボトルの日も、
週1日にしてほしい。
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過剰包装でプラスチック多量にでる。→簡素化へ。　有料の指定袋使いづらい、いらない（汚れた）紙類な
ども入れると満杯になる。これらは透明の袋で良い。生ごみだけ指定袋へ。大型ごみの収集日が遅いので早
くしてほしい。券が高い。安くしてほしい。
ゴミの集積所が世帯数に比べ少ないです。特に資源ゴミが合同での集積所になるのでいつもゴミを出すのに
苦労しています。ゴミ袋が有料になった分、ゴミを出す負担が減るようしてほしいです。
Q.10　ミックスペーパー（※）を燃えるごみの日、紙箱、紙袋、パンフレット・封筒など分別して出してい
ます。高齢になり、新聞・雑誌・ダンボールなど集団資源回収所が遠く感じるようになりました。これらの
ミックスペーパーも燃えるごみの日に資源ごみとしてご検討頂けましたら大変嬉しく思います。
ごみ分別の作業が大好きです。苦ではありませんが、同居の母（87才）など、気持ちはあってもできませ
ん。高齢化になり、いろいろ難しい問題だと思います。プラスチック製品の分別がわからないことがよくあ
ります。市役所に「ZIPロック」は製品だからプラ包装ではないという展示があり、助かりました。ああいう
間違えそうなものを冊子にしてほしいと思います。
生ごみ処理容器の購入の補助金額を増やしていただけると購入しやすいと思います。
#1：ゴミ袋の値段が地域で違うのはおかしい。全国統一してほしい。　#2：大阪はいまだに黒の袋を使用
し、ゴミの分別もしていない。どうしてですか？　#3：プラスチック包装多すぎます。
不燃ゴミの回収される種類がビンカン中心になり、その他の不燃ゴミが持ち込みなので出しにくくなりまし
た。粗大ゴミも近くで出せなくなり不便です。特に車に乗れない高齢者は大変だと思います。家具や家電な
ど修理販売するようなリサイクルセンターがあればいいと思います。
有料になり減量になったことは良かったと思います。もっと声を大きく減量のアピールをしてほしいと思い
ます。
簡易パッケージ、包装が広がればよい。伐採した庭木など袋にいれないといけないのは、小さく切らねばな
らず高齢者には大変。ヒモでまとめるのも許容してもらえると良い。ビニール袋のゴミも軽減できるのでは
と思うことがある。
現状の維持で良いと思います。有料化（生ゴミ）というきまりで、自分自身も含め、生ごみをへらして袋を
買う回数を少なくしようとする人も多いと思います。ただ、粗大ゴミを出す時、袋に入るか入らないかとい
う木の枠が何本かありましたが、その1本ずつに処理券がいるといわれ、枠を出すだけで数千円かかることに
おどろきました。家にノコギリもなく、あぶない思いをしてへしおる作業をしましたが、高齢の方々はすご
く困ると思います。処理券の使い方をもうすこし考えてほしいです。本当に大きい粗大ゴミは処理券、1枚1
枚というのは理解できるのですが、今のような木の枠などは束ねれば一枚で充分じゃないですか？まだ50代
の私達でさえ処理に困りました。高齢の方が増える中、住みにくい生駒になるのでは、意味がないですよ
ね。
他府県でQ17-4に書いたようにプラスチック製品をプラスチックごみとして収集している所があり、成功して
いるというのをテレビで見たことがあります。石油製品は資源として使えるのではないでしょうか？各世
帯、個々のごみ減量化への意識を高めることは未来に生きていく子供たちの環境を守るために必要不可欠な
ことですが、ごみは必ず出るものですから、肥料にしたり、燃料にしたり、道路に使ったりとゴミの再利用
の方法も考えていってはどうでしょうか？
ごみ処理費を有料化することで、資源ごみに本来有料日に出すべき物を入れ、回収してもらえず、トラブル
が発生しています（出した人が不明）。あるいは、不法投棄にもつながります（全市民が、モラルのある人
ばかりではありません）。市民税を支払った上に、さらにごみの有料化では納得しづらいです。CO2削減等地
球規模での話とは別に、市民としてのメリットを分かりやすく説明する必要があるのではないでしょうか。

「ごみ減量=購入量の削減」だと考えるならば、ごみ減量は経済の停滞につながるとも考えられませんか？ご
みそのものの減量ではなく、適切に処理するよう、教育、研修、啓発することが、肝要かと思います。即効
性のある方法ではありませんが、地道な取組がまずは、必要と考えています。
家の中のスペースの問題が個人的に大きいです。分別等しなければならないとは感じていますが、面倒で一
定期間置くことで、臭い、虫等の問題もあり、より一層大変です。毎日資源物は出せる、なおかつスーパー
等ではなく、駅等の近辺で出し易い場所であれば良いと思います。気持ちはありますが、なかなか自発的に
取組みが行えてなく、申し訳ありません。
大型ゴミが捨てにくく困る。　・１個だけ出すならあまり困らないが、数個以上まとめると･･･出し方確認→
個数確認→券入手→貼付･･･と、相当手間かかる。←お金もかかる。　・大型ゴミの定義が、かなり小さい物
も含む設定になっている。　　ふろのふた1枚３００円、たんす上下一組300円、これを同じ300円にする事が
おかしい。　・リレーセンター持ち込みも、一点一点確認と処理券が必要である事。是非重量制に変更して
ほしい。　・「燃えるゴミ」の名称に違和感がある。「燃やすゴミ」が正しい。プラも木材も燃える。「燃
える/燃えない」ではありません！
人口が多くなればゴミも多くなる。生ゴミも資源であるという意識を生駒市民が全員持てるよう啓発が必要
だと思います。又、老人所帯はゴミの分別が若干で、私が住む地も老人所帯は分別せず出して回収員の方が
置いておかれることも多くあります。介護事業に係わる方々にゴミの分別を依頼してみたらどうでしょう
か。
私の家庭も当然利用しておりますが、ダイソー、ユニクロ等安価な商品に慣れ親しみすぎた我々のモノに対
する価値観を改めなければ、根本的にゴミの削減効果はないと思われます。日本は、モノを大切に使う国民
でありましたが、いつの間にか変わってしまいました。人間、一生染みついて価値観を変革させるのは、た
やすいものではなさそうに思われます。又、これは、市レベルの話ではなく、国家レベルの案件かと思いま
す。ならば、市として出来る地道な活動としましては、子供の頃から、リサイクル活動を授業の一環として
楽しませながら、競走原理を働かせながら、教育し「モノ」の価値、そして、それを作る企業努力を教えて
いくことが重要ではないかと思います。私の住む生駒市がその活動のために、税金を必要とするのであれ
ば、増税にも賛成です。
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ごみ袋の有料化は時代の流れとしてありましたが、価格が高すぎると思う。奈良県でも、ごみ袋が有料化し
てる市は多いが、もっと生駒市よりも安いです。一度、調べてみたらどうですか。市税の二重払いは全く嫌
な事です。独居高齢者が増える中、ゴミ袋代という公的なお金を、家庭から出す事も負担が大きいし、ゴミ
袋１つ外に出し集積所に持っていくのも、高齢者にとっては大変な事です。
これ以上、ゴミの分別に対してややこしくしてほしくない。仕事をしていて大変なのにめんどくさい。もっ
と大阪のようになんでも出せるようにしてほしい。大型ゴミの出し方もめんどい。集積所の人達が偉そう
に、半分怒りながら大型ゴミを引き取るので、二度と行きたくないと思った。
プラゴミから紙のシールをはがしたり、ゴミの細かい分別など、今（40代）はそんなに大変ではない事も、
年をとれば大変になり、ゴミが出せなくなりゴミ屋敷が増えたりするんじゃないかと思います。お年寄り世
帯には従来の分別でも大丈夫な専用のゴミ袋を配るなんてどうでしょうか？
取組について、あまり聞こえてこない様に思います。自治会等を活用して、1人ひとりの意識改革にがんばっ
て戴きたく存じます。
ゴミ袋を有料にしても「面倒だから」とプラスチックやミックスペーパーも分別しない人がまわりにも多い
ので、徹底的に分別するようにした方がよい。混じっていると収集できないなど強引にでもすすめないと、
これ以上ゴミを減らすのは難しいと感じます。これ以上のゴミの減量は家庭内では不可能。購入時の包装を
へらすなど、販売店やメーカーも根本的な改善して欲しい。
市と県と国で同一でやること
有料袋代金が（個人購入で）これ以上高くなると、よけいにゴミが増えるように思います。ゴミ袋を買って
るのだから、市が持って行ってくれてあたりまえでしょ。家庭に人数に合わせて（黄色の袋）1年に何枚か配
布していただければ少なくしようと思えます。資源ゴミは、有料にしないで下さい。分別したくなくなりま
す。大型ゴミの分別が難しい。
大型ゴミの収集料金を無料にしてほしい
大型ゴミを集積所に出せるようにする（年数回）。
生ごみ処理器の助成があったので、有料化をきっかけに購入し、使用しています。卵のパックをスーパーに
持っていったら、回収していないお店だったんで、スーパー等でどんなものを回収しているかがお店ごとに
わかればありがたいと思います。
市民には、ゴミの分別、減量をさせていますが、市は資源ゴミ再生の取り組みはどのようにされています
か。集積所で、ゴミは本当に分別されているのですか。
分別した資源ごみはどのように処理されてどのように再利用されているかは、市から説明されたことはある
と思いますが、見過ごしているようにも思うので、一般の人の賛同協力を得るためには「なるほどそういう
ことだったのか」と思わせるような説明板をいつも目につくようにしておくのがよいと思う。またプラス
チックの再利用といっても、種類毎に分けているのか、単に全部熱分解しているのか、それに経費はどれだ
けかかっていて、利益はあるのか知りたい。ブラックボックスの部分があれば、人の賛同は得られません。

経済的に余裕のある家庭では分別はしないと思う。結局有料袋代を節約のためにギリギリの家庭では分別と
いう仕事を増やされているだけに思う。ペットボトルも再生といえば聞こえはよいが、実際再生する方がコ
ストがかかるとよく聞く話だし、プラゴミもコスト面からいくと、分別して余計にコストがかかっているの
ではないか・・・？！と思ってしまう。収集車も無駄に稼動させているのでは･･･？！一般年収の家庭では、
食材を無駄にしたりはしない。そのせいで生ゴミが増えているわけではない。鼻をかんだティッシュ、油を
吸ったペーパーなど、汚れたティッシュや液体、油が入ったタレなどのプラゴミ、サランラップ、お茶など
の出がらしが生ゴミのメイン、野菜の菜や皮は落ち葉などのゴミと一緒では？？分別して欲しいゴミをオー
クワにあるような機械で捨てるようにして、ポイントをためて現金をもらえるようにすれば、ほとんどの、
ほとんどの人はすると思う。
網のゴミ隠しでは四方をブロック等でおさえておかないとダメ。手間がかかる、ので六面を網で組み立てた
ゴミ箱をゴミ収集の処に皆にくばってほしい。
役員をして思ったこと。公園の周りのゴミ集積場所に、地域外の人がゴミをほかしに来たり間違ったゴミを
入れた袋をほかしに着たりで困っているという話を聞きました。お年寄りの方も、ゴミを間違って出された
り、ゴミの分別の場所までほかしにいくのも大変と聞きました。これ以上ゴミのほかす曜日が増えると、お
年寄りの方もややこしくなって大変かと思います。分別、とくにプラの分別ややこしいと聞きました。
減量ではないですが、80歳を過ぎますと朝7:30分頃に生ごみ出す時間が早くて起きれない事も有り、体の具
合が悪い時などは大変困ります。せめて9時頃になればと思いますが。
高齢化が進み、資源ごみ集積所が遠いために、プラ・紙も燃えるごみで出している家庭が増えています。資
源ゴミも燃えるゴミでの回収を希望します。現在12世帯で燃えるごみの集積所を利用していますが、高齢や
男性単身世帯等の理由で、8軒で当番を回しています。そのうち2件は仕事で当番ができなため、隣家が引き
受け、実質6軒で行っています。今後も高齢でできなくなる世帯があり、ブルーシートの頃より楽になったと
はいえ、集積所から遠い家では、重いかごの出し入れも大変です。同様のことは他でも耳にします。各々の
家の前にごみを出す自治会もあるようですが、生駒市でも検討して頂きたいと思います。

ゴミ袋を有料化されたが、経済的負担が大きい燃えないごみの価格が高い。月1回でも小さい燃えないごみは
無償で回収して欲しい。使えなくて家においている物が増えている。カサとかが増えていく。
燃えるゴミだけでなく考えて欲しい点→不燃ゴミの回収、もっと出しやすくして下さい。有料はわかるが、
日にちが限られている、電話が必要、点数があるなど面倒すぎます。
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自治会のある地域と、ない場所では、ごみに対する市民の考え方が違うと思います。生駒市内に事務所を置
いていますが、そのハイツには外にごみ箱が設置されており、いつでも誰でも捨てれるため、住人ではない
人が指定の方法ではない捨て方をしていく人もいます。いっぱいになったごみ箱から鳥がごみを荒らすこと
もよくあります。以前もらったボランティアごみ袋を利用し、できるだけ片付けますが、施策を色々提案し
進める事も大切ですが、全市民の協力を得ないと影で苦労していかなければいけない人もいるということを
知って下さい。それと、市役所はなぜ事業系のゴミ袋なのでしょうか？市役所で見本となるよう分別してい
る姿を見せるべきでは・・・と考えます。
同じプラスチック製にもかかわらず、資源なのか、生ごみとして分別するのか、意味がわかりません（ク
リーニングの袋、ハンガー、プラスチック製の製品など）
市民がいつも目にする物や所に「ごみ減量化実施中」などのアピールする物を掲げてはどうか。　※余談で
すが・・・・2年前自主学習グループの1グループでの代表になり、会議等に参加した折、会議に出される資
料についてくる市役所の水色の袋の使用頻度が高かったように思う。資料にしても袋にしても「無駄使い」
ではないか・・・と度々思っていた。

集団資源回収の活性化の推進（資源ゴミ集積所が遠いためでは）
リサイクル後の効果が伝わってこないので、メディアなどでアピールをしては？活字だけでは伝わらない部
分があると思う（広報など）
Q18の回答も含め、自宅の近所にゴミ集積所があるが、近隣のワンルームやアパートの入居者が、収集日を無
視してごみを捨てるため、カラスやイタチ等小動物による生ゴミの散乱、早朝からの鳴き声により安眠妨
害、夏場の異臭やゴキブリの発生で多大な迷惑を被っている。他市でも問題になっているように、狭小賃貸
住宅賃貸住宅の入居者のほとんどが低所得者や学生および外国人で、自治会にも入らず、地元活動になんら
協力せず、住民税も払わず、ゴミだけを捨てている。最近では、高齢者のために他地域から来ているヘル
パーが町内のゴミ集積場に自宅から持ってきたゴミを捨てている姿を見ることがある。市としては賃貸住宅
のオーナーや管理会社を含めて指導強化をお願いしたい。当方としてはゴミ集積所の移設について自治会等
に対し民事訴訟も検討中である。
個々の意識を高める、又年配の方とヘルパーが入っている場合もヘルパーの意識を高めるようにする。
燃えるゴミか燃えないゴミかわかりにくい部分がまだまだあり、お年寄りには特にわかりにくいと思う。
以前にも投書箱に意見を入れましたが、7ℓより小さい袋が作れるなら作って欲しいです。それから事業系ご
み袋も30ℓより小さい袋があれば便利と思います。
1人あたりゴミの量が全国一少ない旨のキャッチコピーをつくってひろめる。ゴミ回収を有料等にすること
は、結局お金を払えばゴミをたくさん出してもいいんだろうといったふうに考える人が多くなると思う。生
駒市は、全国でも住みやすい町として上位にいるのだから、1人あたりゴミの量も少なく、市民の意識が高い
町になれるよう、市民が自ら行動すればいいと思います。
半年か1年に1回でもいいので、大型ゴミを「燃えるゴミ」の集積所で出せるようにして下さい。大型ゴミと
言っても45ℓまでの有料ゴミ袋で出せる分でいいです。この量だけでリレーセンターへ行くのも、電話で来て
もらうのも、どちらも中途ハンパなのです。出来れば有料ゴミ袋を無くして欲しいのですが・・・。大型ゴ
ミの巡回収集の件、検討下さい。
市の方でも広報に努力されていると思いますが、守れない人が多いのが現実です。きちんとしている者から
すると、とても苛立つ状況です。
メーカーに対しては、・包装の簡素化・食料品のﾄﾚｰ以外で売る方法を考えてほしい。　一人暮らしで、7ℓの
袋が大きすぎる（余った分にミックスペーパーを入れてしまう）。有料のゴミ袋のサイズを増やしてほし
い。
①袋類で種々印刷が多いものの中から「プラマーク」を探し出すのが大変です。もう少し判り易く、色を変
えるとか少し大きくするとか目立つ工夫をしてほしいと思います。②梱包材料の中に明らかにプラスチック
製と思われるもの（○○帯、果物のクッションになった○状のもの、衝撃防止のための空気の入ったシート
等）にプラマークがありません。マークしにくい製品である場合、指定して分別に回せるようにすればよ
い。③燃えるゴミを大幅に減らすにはプラスチックゴミへの分別の仕方によると思います。

不燃ゴミの回収がないのが、やはり不便です。一度に大量に出るわけではないので、1袋だけで収集を依頼す
るのも気がひけるし、持ち込むにしても車（ガソリン）を使ってわざわざ・・・と思ってしまうので、結局
ある程度の量になるまでベランダにためこんでいます。有害ゴミのように、年数回でもいいので定期回収が
あればなあと思います。
Q18であるように、無料になるとゴミが増えてしまうと思われます。今の分別意識が一日も早く定着しますよ
うに。　家具などの本当の大型ゴミは、現状でも良いと思われますが、有料で良いので普通に運べるような
電化製品や、なべ、フライパン、くぎ等の収集日を設けていただけたらありがたいです。またすだれなど、
節電につながるものの廃棄が無料になれば買いやすくなります。
学校で子どもたちにしっかりと教えていただくと、子どもに言われ親もきちんとやらなければいけないと思
うようになる。親のほうがいいかげんな人が多い。
指定ごみ袋の大きさが、市販のものより少し小さい感じがします。すぐにやぶれてしまう点も困っていま
す。以前、住んでいた市に比べ、生駒市は町がきれいだと感じます。地域の方々の意識が高いからだと思い
ます。ただ、税金や水道代、保育料、その上ゴミ袋代まで・・・・生駒市はお金がかかるな・・というのも
正直な思いです。家計の負担が少なく、きれいで住みよい町になればと思います。

環境、ゴミ減量、リサイクルなどに取り組んでいるが、徹底されていない。例えば、指定袋以外で出されて
いる場合でも、回収されており、徹底されていないように感じる。これでは、指定袋を使用せずに出しても
可能であることが蔓延される。
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ごみの減量を取り組むようになり、意識は高まったと思います。できればゴミ袋の種類をもう少し増やして
ほしい。20ℓや35ℓの袋があればと思います。
・大型ゴミ、燃えないゴミも定期的に回収してほしいです。各家庭でだしたゴミを個別に回収するよりも、
地域毎にまとめたほうが効率的ではと思います。センターにTelしても、つながりにくかったり、すぐには回
収してくれなかったり。結局センターに直接持ち込むのですが、そういう人が周りに多いです。・例えば、7
ℓのゴミ袋は無料で各家庭に月に決まった枚数配布する。そうすれば、その袋に収まるように、ゴミの量も減
らそうとするのではないでしょうか。
ゴミ置き場を市の方で決めて、ボックスを置く。各家の前に置く所が増えて、きたない。きれいな町にする
には、その方がいいと思う。ボックス以外の生ごみは、持って行かないくらいの事があっても良い。ゴミを
持っていくのは大変ですが、昔はそうしていたのです。甘すぎます。
資源ゴミをスーパー等で回収してくれているのでペットボトル、トレーなどの量は減ります。チラシ、本な
ども回収場所が多々にあると生ごみ、燃えるゴミが減り、週2回のゴミの日が1回になるようにすると減るの
ではと考えます。しかし、個人のゴミを減らそうとする心の持ち方が一番効果的かなと思いますが・・・。
自治会に丸投げするのではなく、自治会へ指導内容を徹底し、まず分別どころか出す日もむちゃくちゃな人
間へ周知させ、そういうマナー違反のない環境作りが大事です。
大阪のほうですが、家の前に生ごみの日、プラゴミの日と分けて回収しています（無料）。燃えないゴミ
は、有料の紙を貼って同じ所に捨ててます。同じ場所に捨てられないのですか？生ごみ処理器もあります
が、娘にくさいといわれます。※クリーニング屋さんのビニール袋がダメと書いてありました。訳が分かり
ません。　　　（一言）以前迄、生ごみの時に出していた、プラゴミが、遠い所に捨てなくてはいけませ
ん。週二回を生ごみを一回、プラゴミを一回にしたら、同じ所に捨てられ、高齢化が進んで来たので、坂を
のぼって捨てなくても助かります。東京の方では、何でも一緒に捨てられます（10年前から）。生ごみの有
料化は40年前からでした。
現在、ゴミ袋をスーパー等で買入しておりますが、若い世帯等、一ヶ所へ置きに行くと思いますが、最近
（我々の所）いまだに分別されていない物が見受けられます。又、収集に当り地域で収集後散乱（ゴミ等）
して臭い等、残る場合が有りますが・・・・。ゴミ袋、料金を安くする事を望みます。
プラスチック容器などで汚れがひどい物は燃えるごみに出しても良いようになっていますが、もう少し厳し
くして良いように思います。コンビニ利用が多くなっている若い人にも分別して出すようにして頂きたいと
思います。
私は、ゴミ袋が有料化されてから遅ればせではありますが、ゴミの分別に一生懸命取り組んでいます。ごみ
減量の結果にもつながっていると思います。ただ、ゴミ袋が高くて困っています。もう少し安くするとか無
料化するとか、出来ないものでしょうか？
半年に一度程度でよいので、有料のごみを指定袋に入れるか処理券を貼れば収集してもらえるとありがたい
です。（玄関の前に出すという形で）
・生ごみ処理容器を市民に安価で入手できる配慮。・分別により、収益が出ているので、ゴミ袋に還元し、
安くなる様に。（横にらみをすると、奈良市は生ごみを無料）
廃品回収で、ミックスペーパーを持っていってくれない。分別して家の前においているミックスペーパーや
新聞雑誌など、分別方法が間違っていたかもしれないので、廃品回収やゴミ分別でどうやって分けてほしい
か、なぜそうしないといけないか、よく間違えて分別して困っている事などがあれば、広報や何かで知らせ
て欲しい。生駒市は緑が多いので、雑草屋剪定した枝は、堆肥にできるのに燃えるゴミと一緒に出している
のでもったいないと思った。堆肥されたものを、市民に還元してもえると嬉しい。

ゴミ袋の有料化を高くすればよい。その上で、生ゴミを厳しくチェックして完璧な生ごみ処理したものを無
料化にすればよいと思う。
高齢者が多くなり、ゴミ当番（カラスよけボックスがあるので）をできない、という人が出てきている。各
戸収集のところも（東生駒1丁目）あるが、全市でそうしてほしい
まずゴミの有料化を即刻やめるべき。意識を変えていく手段で進めないとモラルが低下するだけでなく、有
料化（高くしていく）方法しか思いつかない愚かな施策となるのが見えていないことが非常に残念でしかな
い。低所得となっていくこの先を見越して、本当に住みよい町づくりを市は考えているのか？若い世帯や今
まで住んでいる高齢者世帯に冷たい生駒市の低能な施策を早々に考えなおすべきである！！意識を変えてい
くことは非常に労力もかかり時間もかかるが、そこを変えていく努力なくして、単純に楽な方法でしか考え
ていない事務方、市長に怒りしか感じない！！
個人の考え方によりますが、家族の集合が世の中で有り、家族全員の意識を環境について考えるようにすれ
ば、ごみ減量など環境改善につながると思います。市の広報など、もっと詳しく知らせてもらったら有難い
です。
衣食住において全てが過剰な現代社会において「ごみ」は必然的に増加する、生駒市の「ごみ半減プラン」
の取組みは必要不可欠ですが効果はきびしい、家庭ごみの減量については生ごみの減量は主婦の意識次第で
減らせるが食料品をはじめとする容器、包装、毎日配達される新聞の折り込みチラシ、DM…発生源を絶たな
いと減量はむずかしい。その他の物も分別集収がうまくいって資源化を高めることが必要と思う。根本的に
はもったいない運動を展開し使い捨ての意識を変える必要があると思う。
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指定袋は高すぎませんか？袋代が高い方がゴミの量が減るだろうというのはわかります。しかし、親の介護
をしている者にとって指定袋は高すぎます。おむつは、指定袋以外で出せるのはわかっているのですが、ご
近所さんの目や口もありますので、指定袋で出します。赤ちゃんのおむつと違い、大人のおむつを見える状
況で出すのはと思います。介護している人の気持ちは考えてもらってないなと思います。今でも透明の袋で
プラゴミを入れて、その中に”生ごみ”を入れて出す人や”生ゴミ”の中に燃えないゴミを入れて出す人も
います。また、道路や他人の庭、畑、田んぼの中にゴミを捨てる人も多いです。そうゆうゴミは捨てられた
人がかたずける（指定袋に入れて捨てる）ことになります。たいへん迷惑しています。」また、ゴミ当番さ
んも入れて出し直したりしています。もう少し安くなりませんか？指定袋。
Q15の燃えるゴミ削減は有効。シャンプー、中性洗剤等、容器に直接入れてもらえるとパック（詰め替え）必
要なし。”もったいない運動”は詭弁とも思える。ゴミの分別にスペースと時間をかけることに疲れ？高齢
な方だともっとシンプルに、そして、昔はビールビン返したら酒屋がお金を10円戻してくれた。アルミカ
ン、ペットボトル、ビン　デポジットにする（10円～20円）電化製品も値段に5000円ぐらい割高にして、家
電リサイクルを実施する。生ゴミ、剪定ゴミを市が取り組む賛成です。
ごみ減量・リサイクル活動は大賛成です。今後も生駒市は大いにすすめてほしいです。剪定した葉や枝は資
源化して市民に還元する方法はどうだろうか？
現在においても袋代が高すぎる。市民税を払っているので、その範囲ですべき。安易に有料化しようとしす
ぎ。
息の永い減量化運動を実施し、全市民がそれが社会に取って大事な事であると意識改革できるまで続けてい
く。まずは地域（町内）から徹底していく。
有料ごみ袋7ℓが最少ですがもっと小さい袋があればいいと思います。3～4ℓ位しかたまりませんのでミックス
ペーパーなどを入れて補います。
市民だより等で毎回細かく広報すべきです。分別方法などしつこくすべきです。守らない人を少しでも減ら
すためです。生駒市はゴミのないきれいな街をアピールして意識づけをしなければなりません。

・生ごみ処理器について、購入を考えている人が多いと思うので実演を行ってもらえる場をもうけてもらい
たい。
・市は、生ゴミ処理器やコンポなどのPRと補助、もっと、もっと推進すべきと思います。・メーカーなどの
過剰包装も問題あり。・ゴミ有料化でリサイクルセンターへの持ち込みが減ったがその後、家の廻りに大型
ゴミがストックされるようになったと思う。この問題はいかに？☆家の回りがゴミ屋敷化していくように思
えてならない。
小型家電やフライパン等など3ケ月に1回でもよいので回収してほしい。
フリーマーケットの場所を市内の小学校、中学校等近所でして欲しいです。燃えないゴミと大型ゴミを地区
でまとめて出すと無料！とかにして欲しいです。
・もえるごみの半分は生ごみなので、資源ごみとして出せたら大変うれしい。週1回しか出さないので、生ご
みは冷凍している。冷凍も可として資源ごみ希望。・細かいもえないごみが家庭にはいっぱいあると思う。
（クリップとか、びんふたなど）大型ごみと同じ扱いではなく、もえるごみのような形で（無料、定期的）
回収してほしい。現状では、もえるごみにまぜている人がほとんどだと思う。改善してほしい。
がんばっていると思う。もったいない陶器市にはかなりお世話になっている。同じように、家具や子供服な
どのリサイクルシステムがあると良いと思う。
指定袋を値下げ希望する。
・燃えないステンレス制の棚・鍋・棚・小さい鍋、カン金具等々をごみ収集の時に出せたら（もちろん別の
袋で）・沢山　ためておく場所がなく困っています。
1.ペットボトルの回収は週1回に戻してほしい。2.分別に入らないモノが多くあり、出す機会がなく困る。3.
傘の骨、針金ハンガーなど金属ゴミの出せる日を作ってほしい。4.最近、鳥被害が大きく、もえるゴミの日
は掃除が大変なので、固定式のネットボックスを全部の回収場所に設置してほしい。
大型ごみ収集場所を前の様に家の近くにして欲しい。
指定ゴミ袋20ℓor25ℓが欲しい。缶を出した時にあやしい車を数台見る。あまりいい気分ではないのでどうし
たらいいのか？写メを撮って通報しようとしたら　おどされた。
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家庭のごみの収集のシステムが変更されて以降、生活がとても不便になりました。有料ゴミ袋とレジ袋の有
料化で潤ったのは、スーパーなどの業者でシステム変更が当時の選挙時期と重なってたので、政治屋には何
らかの利得があったのではと疑いたくもなります。また、鹿ノ台ではペットボトル・缶のゴミ箱が店舗の自
販機から撤去され店舗でも従来通りの食品、商品の包装は継続していた、ゴミの処理は市民に押しつけの状
況です。生駒市の実態は市民には知られていませんが、例えば、ペットボトルは分別された多くは焼却され
るというし、再生されれば、エネルギーコストが高く、多くの税金を使って再生し、できた材料を安価で中
国等に輸出しているケースもあるとか…。ホンマ、アホや。根本のところは最初にあげている循環型社会構
築とか、地球温暖化防止などの役人が作り上げた非科学的、政治的な政策をベースに市民、国民が迷惑する
制度でしかないと考えています。世界のどの国が出来もしないCo2排出規制をやっていますか。地球は寒冷化
していくのが学問、科学の通説で私にとっては暖冬、暑い夏は歓迎です。エネルギー、資源の節約、節約の
奨励で経済はどんどん衰退し、反面、大量消費に励んだ隣国は力をつけて我々の国土を脅かす程力をつけ、
子供はつくらないようになり、増々、日本の未来は危うい。投資コストと効果は専門家による採算性検討と
透明・公明正大な予算執行を必要を必要とするが、電力事業が自由化された今、ゴミ焼却発電、バイオマス
によるメタンガスの製造などを市政レベルで真剣に検討するのは如何？小規模水力発電しでイタリアでは、
200万Kｗの電力を発電し、水道代の料金を減らしているとも聞きます。ゴミの分別を進めた結果、以前はゴ
ミに含まれていた燃料時、熱効率の高いプラスチック他が燃料として働かず、余計にコストがかかっている
との話を聞きます。生駒市はそんなアホなことになっていないと思いますが、市民がごみを選別した結果、
焼却コストが増えたなんて笑えない話。ただ、このケースは無能な行政が市民を不幸にしている一例です。
はたして、生駒市のゴミ減量化は、経済が発展して市民が豊かになって住みよい市を育成することになるの
か、住民は不便をし、減量への努力は徒労に終り、増々、貧困がすすみ、景気が悪くなって、今年の夏は涼
しい、今年の冬は寒いという世の中になるのか、興味深い。いずれにしても責任をのがれるのが行政。自分
の得と責任の回避に終始没頭することなく人々の税金を使う人は、市民の従者としての働きをしてもらいた
い。
ビン、カン（燃えないゴミ）とその他（燃えるゴミ）に分けるだけで良いと思う。その他（燃えるゴミ）を
あまり細かく分けても出る量の合計は一緒（同じ）、プラスチック製容器包装を分別して再製して利用しよ
うと思っても再製費用が高くつくので、あまり意味がない。無駄と思う。費用対効果を考えるべきと思う。

市が家庭ごみを持っていって処理して下さるのは、身近に感じる１番のありがたいことです。でないと、一
般家庭はゴミ屋敷になるし、衛生的にもよくない。ただし、分別に対しストレスもあるしゴミブクロ有料も
家計にひびきます。リユース出来るものは、極りょく使用できる状態にし、ゴミを持っていく方々の給料を
多くし、元のゴミを燃やす能力を高める事が大事なのではないでしょうか。
生駒市のごみの取組みには不満があります。プラスチック製容器包装の分別収集により、再資源化するよ
り、燃えるごみを燃やす燃料にした方がよい。理由①安い。②川が汚れない。すでにそうしているのであれ
ば”公表すべき。理由、家庭のごみの出し方が変わるため川が汚れずにすむ。生駒市は高温で燃やせる炉を
有効に活用すべき。
ゴミ袋の有料化で、ゴミは少し減ったと思う。ゴミ袋はどうせ買うもので、指定のゴミ袋を買うのと変わら
ない。もう少し、サイズがあればと思う。燃えないゴミを出す回数を増やしてほしい。それも出し方のマ
ニュアルを配布してはどうか？なかなか、出すのに苦慮しています。（仕事している為、なかなか日にちが
合わない。）
生ごみ処理容器（電機）の補助を宜しくお願い致します。前回の時は見落とし、今は土に埋めています。
・賃貸マンションに住んでおり自治会に加入していないので、資源ごみの出し方がよくわからない。・燃え
るごみとして出せるものの大きさが一辺30cm以下だったと思うが、大きなごみを出すときに収集の依頼が必
要なのが、仕方ないと思うが面倒です。
常設されている物々交換ができる場所があればゴミが減ると思います。
現行、袋15ℓ、30ℓ、45ℓですが、10ℓ、20ℓ、30ℓで処理すればもう少しは減るのでは。少子高齢化でゴミも減
る傾向にありますが、15ℓでは入らないし30ℓでは余るし中途半端な袋と思う。資源ゴミを入れるポリ袋（70
ℓ）ぐらい1家庭に無償で年間何枚か配布してもらえば、分別もより多く出来るのでは。
大型ゴミをもう少し手軽に出せるようにしてほしい。「プラ」も週2回回収してほしい。
プラスチックゴミなどの資源ゴミはどのように資源として生かされているのでしょうか。本当に資源になっ
ているのでしょうか。知りたいです。
・過剰包装の廃止。・自販機の撤去
フライパンやくぎ等の燃えないゴミについて、以前は週1回無料で回収してくれましたが、今は大型ゴミとし
て電話しないといけません。それは逆に、不法投棄や燃えるゴミに混ぜて分別せずに捨てたりする事態をま
ねいていると思います。大型ゴミは仕方ありませんが、小物の燃えないゴミは週1回又は月1回でもいいの
で、回収しに来てほしいです。
生ごみをただ燃やして処理するだけでは、やはりムダのように思います。かといって庭もないので生ごみ処
理機とかで肥料にするわけにもいかない。近くに共同で生ごみ処理するところがあってもいいのかも。処理
したあとの肥料は、草花や野菜を育ててる人にもらってもらうとか。
家庭菜園―生ごみ処理器で肥料が出来るなら、有効な活用方法です。市が運営する農園に設置する空地を農
地にして、もっと貸し出してほしい。プロの野菜作りを伝授してほしい。
家のゴミの殆どがプラゴミであることがわかりました。ただ、袋に入らないからといって315円かけて捨てる
のは高すぎます。
・リサイクルショップを増やしてほしい。・ごみの処理にいくらの税金が使われていて、ごみがどのように
処理されているのかを分かりやすくまとめてゴミ捨て場やスーパー等に貼ってみる。など（市の広報誌やHP
はあまり見る機会が無いので、見やすい場所に貼っておいてほしいです）
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大阪では戸別収集して、各戸の責任を重んじている。曜日毎に収集する物が定められ、透明収集袋で見える
化をしなければならず、収集袋に違った物が入っていたら、注意書きをしてその収集袋は回収しないように
なっている。生駒は集積所に持っていかなければならず、足の悪いものには負担である。
有料のゴミ袋のヒモ（真ん中についている）が細すぎる。ゴミの有料化はいいようで、不法投棄がふえるの
ではないか？
スーパーのレジ袋有料規制は廃止してほしい。不便であるし、レジ袋は再利用（ゴミ袋として）できる。指
定ゴミ袋を製造販売している分、ゴミが増えているのではないでしょうか。

ゴミ袋が高いので安くしてほしい。
ゴミ減量化のPRをもっと徹底したキャンペーンを自治会などで行っては如何でしょうか。
ゴミの分別については現在の程度で良いと思う。若い人より高齢者のほうが時間に余裕があるので関心は高
いと思うが、あまり分別や減量の要求が高くなると高齢者にとっては負担が大きくなり、どうでも良いやと
投げやりになる人も出て来ると思う。そうなれば分別も減量も後退してしまう。
・スーパーマーケットなどの有料袋、ドライクリーニングの衣類カバーなどをゴミ袋として再利用できるシ
ステムを検討してほしい。・同時にスーパーマーケットなどでは、ゴミ袋として再利用できないような袋
（小さすぎる袋、生花用の長い袋など）を、包装を使わないようにする。・製品の過剰包装をへらさない限
り、個人の心がけでゴミを減らすのには限界がある。
今までも、資源ゴミは分別して出してきていました。年齢的な事もあり、スーパーのレジ袋等で小出しにゴ
ミを出してきましたが有料化になり、重い袋で仕方なく出しております。ゴミ問題は個人の意識によるとこ
ろが大きいと思います。ゴミのこれ以上の有料化はしないでいただきたい。
・大型ゴミ等は各家の前にゴミを出すのに、なぜ他のゴミは集団のゴミ集積所に出さなければいけないの
か。・各家の前に出すことは出来ないのでしょうか。（以前当番になった時置いていかれ、大変苦労しまし
た。）・高齢化が進み、今後集積所までゴミボックス・ゴミ看板等出すのも大変になって来ると思います。
いろいろと考え、努力して下さるのは有難いのですが、歳とともに変化についていけなくなっていて、困っ
ています。そのつど協力をお願いしても、家族も理解できなくなっています。プラスチック容器包装とプラ
スチック製品とのみわけも、家族も私もわからない事が多い。資源ゴミならばなぜ資源ゴミの日に回収しな
いのかとかもあり、洗うという事への抵抗感（ゴミなのに）生ごみを資源化するのであれば、生ごみ処理器
を市役所とかに設置して下さったらば食用油のようにもって行きますよ。又、それを市民にしつこい程おし
えて欲しい、てんぷら油も長い間知りませんでした。
ゴミ袋有料化はごみ減量に効果的だと思うが、これ以上値段を上げるのはやめてほしいと思う。
・プラごみでありながらごみとして出せるもの、出せないものの区別がわかりにくい（特にとしよりに
は・・・・）。・プラスチック製容器包装をプラごみとして出す場合、ほとんどがよごれているもので、そ
れを水洗いすることにより、水をどれだけ汚染しているかと、いつも疑問におもっている。
※乱文で申し訳ないがじっくりと読んで下さい。
①広域的なゴミ処理を考える。一市町村だけにたよった行政設備ではいけない。近くの市または、他県との
連携された統合的な考え方に切り替えるべきである。特に、生駒は大阪府、京都府、奈良他市との境にあ
り、他県ｔの係わり（？）をもっと考えるべきである。
②大型ゴミの収集を見直すべきである。業者任せではいけない。特に関西メタルワークなど。お金になる物
が多いので、今迄は民間業者が買い取りに来ていたが、最近は見かけない。
③もう少し民間業者を自由に扱う施策を考えるべきである。
④ごみ収集場所及び日時を見直してほしい。早朝の収集であるので前日に出している方が多く、イノシシ等
によるゴミあさりは危険であるので、夜間にゴミが出ている事は、さけなければいけない。従ってゴミ収集
時間を遅くしてもらいたい。AM12時まで（午前中）に出す程度のゆるい規制にするべきである。焼却炉は夜
間焼で。燃焼炉内温度を下げる様な非効率的な運用はいけない。最近ゴミ処理が少なくなっているにも拘ら
ず大型炉2基を維持するだけのごみの量がなくなっている。（予備的な考えはいらない）。炉の近代化と同時
に最新式の炉に変えるべきである。
⑤私は炉の燃焼状態を観察に来て意見を言っている。不完全燃焼や炉内圧力に問題をかかえている。
家の中はたえず何らかのゴミ袋でいっぱいである。非常に不衛生であり、
〇大変の危険性を含んでいる。※今までは一度にゴミを出せた後は家の中にはゴミがなく、清々しい気分で
いられたが、今はゴミ中で暮らしている感じである（一部屋専用されている）。
〇収集日の見直しが必要と思われる。
〇む業者の言いなりのゴミ行政ではダメである。
〇リレーセンターでも人が余り、さらに市民に分別を強要させる。
○行政は近代的ではない。フランスでは犬のフンまで行政で収集している。もう少し、市民側に立った考え
の行政でなければならない。
○最近は道路の清掃車両が見られない、溝の掃除など市民活動として強要している。老人社会になっている
のに時代に逆行した行政ではいけない。
○市はゴミ焼却にかかる総費用5億円＋3億円といった業者への支払いを考え直さなければいけない。
○まして、ダイオキシン発生までさせている設備管理は許せない。
走り書きして読み難いがしっかりと判断下さい。※市民にもメリットがなければいけないよ。※業者をよろ
こばす施策ではいけない。
市民がこまっている側に立った質問でないといけない。質問のしかたがある方向への設定にいる。

事業者に取り組んでもらいたいもの(取組んでいるもの)
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ゴミ減量に向けて思うことは生ゴミよりプラスチックや紙の方が多いと思う。過剰な包装が問題ではないで
すか？例えばスーパーでプラスチックトレイの不要なものが多いし百貨店では包装紙の使い過ぎ。二重包装
など。供給側がもっとゴミに対して対策すべきです。
スーパーでこれは（トレー）いらないだろうというのがたくさんあり、例えば、れんこんラップだけでいい
のにトレーに乗せてラップで包んで売られてる。トレーは不要だと思います。ラップもいらないのでは？…
こういうのが多々あります。
商品の売り方に最大の問題あり。包装容器をなくすか、最小限にせよ。昔は今のようにゴミが出なかった。
今は何でもかんでも包装しすぎ。それも二重、三重に。
ごみの問題は個人では限界があるのでメーカーや小売店にも協力してもらってゴミが出にくい製品の開発等
に取り組んでもらいたい。
つめかえより濃縮の製品のほうがゴミが減ると思う。
生駒市の黄色の袋の持ち手ではない方がひっぱるとちぎれやすい。他の市のごみ袋が同じ価格なのに丈夫な
のはどうしてか？
ごみ減量対策を最終消費者に要求する事が根本間違っている。更に有料化しようとしているみたいだが販売
形態がノー梱包で販売しない限り従来と同じ梱包だらけで販売しているかぎり減る事は無い。特に発泡スチ
ロール梱包。スーパーの販売形態は全く変化は無い。スーパーへの持ち込みゴミが増えたという苦情さえあ
る。ゴミの減量に成功したニュージーランドでは徹底的に計り売り、○○（不明）ボックスを実施した。
メーカーは梱包不要となりコストが下がり購入者へ還元されている。購入者はその分安く買える為、メリッ
トを受け成功している。この施策を行う（検討する）人が机上でなく実際に自分で出すゴミを分析してくだ
さい。何がどんな形でどれだけゴミとして出されているのか。メーカーがゴミ減量のために具体的に何をど
の様に実施したのか現実をしっかり把握する事だ。
食品等の過剰な包装（パック）が多く成っている様に思う。　　野菜：オクラ等ネットに入っていてもプラ
のパックに入れて有り品物の痛みをふせぐのだろうが、ゴミが増えるもとだと思う（私はスーパーではず
し、ごみ箱（スーパーの）に入れて来る様にしている）
“生駒市”レベルでの取組とは異なるかもしれませんが、海外（特にEU）での取組のようにスーパーやコン
ビニでの過剰包装やビニール袋の配布減少（有料でも）の徹底に取り組むことはプラスチック生産の減少に
つながると思うので大事であるように思います。
ごみを出す家庭だけではなく、物品を販売する店側も変わる必要があるのではないでしょうか。例えば、生
鮮食料品などパックした状態で販売されていますが、一つのパックの量が多いです。少ないものがありませ
ん、余ってしまい（食べきれない）捨てざるをえないこともあります。量り売りバラ売りされている物は
めったにありません。量り売り・バラ売り・少量パック等、販売店側への啓発や変革を市として働きかけて
ほしいと考えます。
スーパーの食品トレー特に野菜には不必要
分別しやすいよう、プラゴミ（製品）に紙シールをはるのをやめる（分別がとてもめんどう）。こまかいで
すがそこを考えていただければ分別代はもっとすすむと思います。今のままでは結局可燃ゴミにしていま
す。
ゴミにならない工夫、店、コンビニ、スーパーなどのあり方を変えた方が早い家庭より社会、企業が変わら
ないと関心のない人はどうやってもムリ
個包装や魚、肉などの入っているトレイは、衛生的にもよいですが、家庭のごみになってしまう。スーパー
などの企業にも考えて欲しいと思います。
商品を作る、売る側も、包装の簡素化や、リサイクル回収につとめるのも、必須だと思います。
スーパーから出るゴミ等は即処理、とすれば、業者はそれに換わる物を考えると思う。
いつも週2回の生ごみ収集をはじめ、プラゴミ燃えないゴミの収集をありがとうございます。ゴミ袋の有料化
については、当然のことだと思うので、続けてください。ゴミの減量については、塀にミックスペーパーち
らしなどのダイレクトメールも多く困っています。出す側の業者、スーパーなどの包装・トレーなども含め
て、もっと簡素にできないものかといつも思っています。買う側もいろんなことに気遣いながら買い物もし
たいと考えています。
店では果物（梨やぶどう、りんご等）にもトレーを使って売っています。店の中でレジの後その場で返却す
る場所をもうけて、それを店が再利用してほしいです。梨2つ買ってトレーを家で捨てています。

ごみを減らしたいけれど、何か買うと必ずごみが出る。我々消費者がそう望んできたせいでしょうが、スー
パーが足並みそろえて取り組んでいかないとごみは減らないと思う。
質問
本当に燃える有料ゴミとプラなどのゴミを別々に燃やしているのでしょうか？
家庭の庭木ではなく、仕事で出た木々なども地域のごみ集積所に持ち入れる半業者もいます。いかがなもの
かと存じますが面と向かって言うのも恐いのでゴミ当番の方も困っておられます。どうしたら良いでしょう
か。
プラごみは可燃するものがないと、それ自体では燃えず、別に燃料が必要になると聞いた事があります。そ
の為に、可燃物とプラごみを分別せずに出す地域があるらしいです。プラごみを分別する事は本当に必要で
しょうか？
住所の入った封筒はミックスペーパーに分別するのがなんとなく不安でつい生ごみに入れています。ミック
スペーパーは中身チェックはされるのですか？生ごみのようにすぐにミキサーにかけるのですか？
ごみ袋がいつの間にか勝手に小さくなったと聞いてます。どういうことですか？？？
その他
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共働きだとごみの収集後には家にいないことが多く、もし収集されていなかったら周りの方に迷惑をかけて
しまう…と思うと、資源ごみでも出せるかな？と思うものでも確実に収集してもらえる有料ごみ袋で可燃と
して出してしまうことがあります。
食事の手ぬきをすると購入時の容器などのゴミがふえます。できるだけできあいのものでなく材料を買って
家で調理するか容器の工夫をするか。売り方の問題や共働きでどうしてもおそうざいとかで食事にかける時
間がない。手作りでごはんを作らなければ添加物の問題も気になります。こうなると子育ての問題も気にな
ります。こうなると子育ての問題もからんでくるしゴミだけの問題でなく広い意味でいろんなことを考えな
いといけないと思います。個人が何とかできることはすでに意識のある人はやっていると思います。
・おつかれさまでございます。　・いつもお世話になりありがとうございます。
・ゴミを分別しても一緒に燃やしているのでは？と思っている。・大型ゴミの有料化で一般業者に無料でひ
きとってもらうとその後不法投棄されているのでは？とチラシのついているゴミを見る度に思うが、ゴミを
あまり出さないようにと意識は変わっている。
特になし
今のところ特にありません。
私の場合は1か月60～70位なので今のままで結構です。
生活していくうえで、切っても切れないごみ問題ですが、個人的な問題でもあり、一人一人が意識していく
しか解決しないように思います。
分別して出す様にはしていますが、未だに分別しない、守らない人が多いです。その負担を班長、ゴミ当番
の人に来るのはどうかと思います。誰が出しているか、しかも車の通り道なので通っている人が出している
かも分かりません。生駒市が必死にしても奈良市の人が出しに来てるかもしれません。どの様に考えらてま
すか？
有料化より1年5か月が経ち、ゴミの分別が定着しているように感じられるが、たまに間違った出し方をして
いる時もあり、知らずにしているのか、知っていてこの位ならどうにか（誰かが）してくれると思って出す
のか、エッ！？と思うこともある。キャンデーの包み紙1枚をとっても、ゴミであるので、ポイ捨てせず、
バッグやポケットに入れ、家に持って帰る…という意識があれば、それが基本となってゴミ問題改善につな
がるように思う。有料化は金銭的には苦しいが、ゴミへの意識を持つことを考えればいいことではなかろう
かと思う。でもこれ以上値上げしないで！！
全国的にそうだと思いますが、家庭内でこんだけ頑張って分別してもリサイクル品以外は焼却場できちんと
分別ごとに処理されているのか実態が市民には伝わってきません。そして企業なども分別化を行っているの
でしょうか。がんばった分別化が目に見える形でフィードバックしてもらいたいです。今回2500世帯の中か
ら無作為ではあれアンケート対象として選んでいただき光栄に思います。
ゴミ袋を有料化してから、不法投棄が増えてきている気がする。以前ゴミのなかった道路に指定外のゴミ袋
につめられたゴミ袋が落ちているのを見かける頻度が増えた。
自治体による取組の違いがあるため、意識の軽薄が生まれる場合有
ごみステーションに曜日と関係ないごみが出してあるのをみるととても悲しくなります。きちんと出せない
人がいるのをどのようにしていけばいいのかと考えさせられます。
生活が豊かになり、便利で町並みも清潔になり良くなっていく反面、大量生産で物がむだに有り余る中、
人々はより多くの物を求めた結果だと思います。
何年か前から食材を人数分で毎日届けてくれるサービス業者を利用していて野菜などの無駄がなくなり作る
分しかないので捨てることがなくなった。買い物の回数が減り、無駄な物を買うこともないので冷蔵庫に詰
め込むこともなく電気代の節約にもなっていると思う。
自分では取り組んでいますが、実際分別がたいへんだと思うこともあります。
特になし
洗剤やシャンプーなどの硬いプラスチックや詰め替え用の袋もよく洗浄して乾燥させればプラスチックごみ
として出せると思います。
食品等の包装やパレット、宅急便段ボール等これからゴミは増大する傾向にあると思います。資源ゴミを徹
てい的に分別しやすく回収する必要があると思う
ゴミの減量にとても努力しています。節約していますが、ゴミ袋代が高いです。
プラスチックゴミは本当に役に立っているのか。手間と収集のエネルギーがかかって本当にエコになってい
るのか疑問。
キエーロをほぼ全家庭につけるなど生ゴミの減量を図りたい。週2回15L30Lの袋をつかっているが、収集日の
間隔もあるが、30Lだと大きすぎ、15Lだと小さすぎる。生ゴミを家で処理できたら、週１回で30L（20Lがほ
しい）1枚でいけるのだが・・・。
ごみの減量の取り組みは大事だと思います。資源ごみの回収で缶・ビンの出す回数が他の県より多くて良
い。
無駄な物は常日頃極力買わないようにしたい。後日、無駄と思ってごみとして捨てる事のないようにした
い。
ゴミの集積場所にゴミを捨てに行くと、分別すれば減らせるのにと思う事がたびたびあります。一人ひとり
がもう少し意識を持ったらなァと思います。
※各家庭の皆さんの意識レベルの向上の徹底!!
テレビで滋賀県の大津市？だったかでプラスチックごみを分別していたが、集めたプラスチックごみに利用
できないものが混ざっているのでそれを分別するのに手間と経費がとてもかかるので、分別をやめ、焼却力
の強い炉にしたというニュースを見て、詳しく調べてはいませんが、生駒市ではどうなのかなと思いまし
た。環境の為に必要な手間や適度な費用負担は引き受ける気持ちはあります。
高齢化が進み分別ごみ出しに問題多し。決められたことを守れるように気を引き締めていきたいと思う。
私のようにひまな老人は良いが、若く共働き等忙しい人はあまり細かい分別などは気の毒に思う。
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食品スーパー等で魚、肉、惣菜等のパックトレーなど小さく、処理できるものが良いのでは？
1人暮らしであまりごみもないので今回アンケートに役に立たないと思う。
プラごみをきれいに洗浄していなかったり割引シール等そのままで出しているのを見かけるが本当に再生利
用できているのか疑問。丁寧に出している人といいかげんな人がいて結局再生できないのでは。意味がない
のでは。
Q18に関連して。以前よりはごみ減量の効果があると思います。有料になってから各戸で工夫している。ここ
で、指定袋以外でもOKとなると逆戻りするのではないでしょうか。
現状のままで良いのではないか。モラルの問題が大きいと思う。
ごみ収集車が回収時、分別しているごみをいっしょに同じように放り込んでいるが分別している意味が本当
にあるのかどうかわかりにくい。
ごみ袋有料化（二人家族で減らしようがない）。スーパーでの袋有料化（スーパーは市に袋代を納金してい
るのですか）。市民を困らせている。
本体よりも詰め替え容器で買う方が高いことがある、例えばコーヒー（インスタントネスカフェ）安いビン
容器のを買ってもったいないと思う。
現状で充分と思いますが、更なる良い方法へのやり方が今の所思いつきません。
①各自減量に心がけています。これは当たり前と思う。②当班では9/19にカゴが一部設置されましたが生ご
みはかなり重い物があって持ち上げて中へ入れるのは年配者にとっては大変と思います。③カラス被害、ゴ
ミのちらばりはなくなり助かっています。
燃えるゴミは各家庭又は自治体で燃やす。
ごみの集積所を清潔にしていると、あまり、ごみもぐちゃぐちゃにしては出しにくくなり、引いては量も減
るのではと思います。場所は増やしても効果は無いと思います。それと水を切る事によって量はかなり減る
と思います。
紙オムツが無料になったのはありがたいです（孫がよく来ますので）
町内会の役員の方が地域で集めたリサイクルごみからの収益をごみ袋として皆に還元してくださってます。
よい取り組みだと思います。
分別をちゃんとして欲しい。いつもプラスチックとペットボトルがまざったり、たまに道にポイ捨てする人
がいるから困る。そのつど家庭で確認してから出してほしい。
特にありません。
捨てることにこれ以上お金がかかるとすべての物に対しての購買意欲がなくなるので有料化はこれ以上して
ほしくないです。
ごみ減量の取組は大切だと思う。
袋に入らない大型ごみの処理券1枚が300円というのは高いと思います。
ごみ袋の有料化に伴い、我が家ではかなり生ごみが減量化できた。
いつも私達の為を思って生駒を守って下さってありがとうございます。ごみの分別はへたですけれどなんと
かがんばります。大阪から引っ越してきたものです。すごい市長様役員皆様ありがとうございます。

野菜の皮やくずもミキサーでジュースにして飲んでいます。身体にも良いしごみの減量化にも貢献できると
思います。
現在日本に限らず世界中物があふれすぎています。衣食住すべてにおいて――。余分なもの（無駄なもの）
は買わないなど個人の意識をもっとしっかり持つべきだと思います。
まだまだ生駒市で取り組んでいるごみ半減化に協力できていない面があるのではないか。燃えるごみ収集日
にダンボールや新聞を出している人がいて、ごみに対する関心がないようだ。30ℓの有料ごみ袋に少ないごみ
なのに出したり、小さい袋でも十分入るように思うのにごみステーションに出している。
プラ容器について、現在使用している銘柄商品を前提として、できるだけ詰め替え商品を使用する。
数年前よりは、ゴミ集積所の「かご風のボックス」等、ずいぶん良くなり、カラス、猫による被害等も減り
ました。又、有料（黄色の）ゴミ袋のみの収集に依り、生ごみの量が以前と比べ、ずいぶん減ってます。そ
れとプラなど、分別資源ごみの徹底で、生ごみ量はずいぶん減っている筈です。
元町2丁目では資源回収による収益金を全世帯に市指定袋で日々の報告と合わせて還元して日々啓蒙しており
ます（自治会役員）。
今は二人暮らしですが、袋の有料化まで6人でした。その時でも市販の大袋は購入したことはありません。
スーパーの大の袋、1コか2コで処理していました。週2回の生ごみ収集で毎回大袋を使用している家庭がある
のが信じられません。普通の生活をしている方だったら、もう少し減らせるのではと思います。特別な家庭
の事情のある方は除いて・・・・・。
市の方針と私のとは違います。週2回生ごみを出しているが、家庭内での分別の時間と袋代金等の式を考えて
いますが、一家庭としていちいち分別する時間、費用を計算しましたがロスタイム?　 袋代金の費用、週2回
20円です。今後も協力していきたく思いますが過去までの事があるのか分かりませんが何か不可です？1日中
分別・・・と頭に有り意識しなければならないのが、　失礼しました。

プラスチックの資源等の日、生ごみは出されているのに、まったくだされていない所が有ります。
老年になって家での調理が（半調理が増加）少なくなったので、廃棄分は減りましたが、プラスチックごみ
は増加した。コンポストは3箇使ってましたが、やはり油虫がコンポスト内に多くいましたのでやめました。
有機農家に励んでくださっている方は「土から出るものは土に返す」と教えて下さってました。造園さんが
夏の草刈の葉類は市に持って行って下さってました。たい肥には使っておられるのですか？お世話になりあ
りがたいことだといつも思っております。
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・家庭の中に、分別ゴミ箱をいかに設置するかによると思う。これにより、面倒でなくなったり、わかりや
すくなったりすると思う。・ごみを出す人の意識の問題であると思う。有料でも無料でもする人はするし、
しない人はしないと思う。小さい頃から、日常の中で実践し、自然とできるようになるのが理想だと思う。

うちには寝たきりの母が居て、燃えるゴミに出しているのはそのほとんど（半分以上）が使用済みのオムツ
です。オムツは有料袋でなくてもいいとのことですが、半透明の袋でも中身がオムツだけのゴミを出すのは
なんとなく出しにくく、新聞紙で中身をかくしてるとあやしくおもわれそうで結局有料袋で燃えるゴミとし
て出してます。オムツを除けばプラスチック等と分別してるので燃えるゴミは１袋/週（45ℓ）くらいです。
市民の意識の持ち方
こまかく分別しても収集車になげ入れてるにをみると生ゴミも木も草も一緒、収集業者ののんでるかんもそ
のままポーンと一緒　分ける必要あるのかな
特に現状取組状況に不満は無く満足しています。
ビン・缶以外の不燃物処理に苦労する。
以前よりプラ、ミックスペーパー箱　などの紙類を分別したことにより、もえるゴミ（生ゴミ）が重さも、
かさもかなり減ったと思います。
私の所は、家族が少ないので今迄の収集の方法で良いと思います。
燃えるごみの有料化が始まってからごみに対しての意識が変わったように思えます。生ごみもそうですが
ミックスペーパーも少しでも切り取って分別するようになりました。面倒臭いというよりも習慣になったよ
うに思えます。
以前はいっぱいではなかったが週2回、毎回45ℓの袋で出していました。今はオムツは別になりましたが、15ℓ
で収まるようになってきたので少しは減ったのかなと思います。後は、カレーやお菓子の箱もミックスペー
パーで出すようになりました。本当はゴミ袋は出費になるので嫌ですが、ゴミを減らすことに有効であるの
は間違いないので、この制度を取り入れてゴミが減っていくとうれしいです。
徹底して下さると良いと思う。
数年前には食品トレイの集積所がいつもの集積所近くの場所にいつからかなくなりスーパーに持って行くの
を忘れてしまうので選別の時少しでも楽だろうと思いつつプラマークとして袋に入れています。ミックス
ペーパーは決めた紙袋に入れておくときっちりつまって良いと思います。

生ゴミとミックスペーパー等で15ℓちょうどになるのであえてペーパーを別にしないのだと思う。めんどうと
いうものもある（働いているので…）気持ち（時間）にゆとりが出来たら分別するかも？と思える。アン
ケートが来るまで当たり前のように思っていた。
高齢な物で買物で荷物を少なくする為にトレーとか包装紙は出来るだけスーパーのゴミ箱に入れて来ます。

ゴミの有料化によりゴミは減量すると思いますがゴミ袋購入費は負担になります。
何ごとも各個人個人の意識の浸透だと思います。各自が自確すること！！
食べ物に関しては、あとのことも考え、買うとき考えてから買うようにする。できる範囲でつつましい生活
を送る。整理整とんは基本だと思うので、身のまわりを日頃からきれいにして生活する。
カラスに困ってる
ごみ袋を有料化してから分別もうるさくなり、今までふつうに分けていたものがどれが分別対象になってど
れが一緒に捨てていいのかわからなくなり、少しくらいのゴミなら分別せず一緒に捨ててしまうようになっ
た。
・各家庭のモラルの問題だと思います。1人暮らしの人はコンビニ等で買い物も多いだろうと思います。でも
容器を洗って別の袋を用意して分別して家で回収日までおいておくか？収集のその日に出せるか？週２回で
出す量が少ないので一緒に出してしまうと思います。・ゴミ袋の有料化はお金を出して袋を出すので、少し
でもつめて出そうとか少なくしようと努力すると思います（本心は無料がうれしいですが）。反対に袋を
買って出すのがもったいないので全部一緒に詰め込んで出す等も増えると思います。
現状維持でやってほしい。これ以上の有料化は絶対反対。
Q16-1　ゴミを出す人の意識をかえる、とりくむ姿勢。特売品お買い得となると、家にあるのについ買ってし
まう。安物買いの銭うしない、無駄な買い物をしてしまう。買い物するとき、現在必要かどうか考えよ
う！！リサイクル店も多くあるが（バザー等）出すよりすててしまう方がかんたんだと思ってしまう。私も
努力はしたいと思いますが、ごみ減量はむつかしいですね。
子供達の為には、ゴミを減らし地球温暖化をストップさせてあげないといけないので、この取組はいいと思
います。学校でも授業で習っており、小さい頃から親のゴミの捨て方（分別の仕方）等を見て育つと、子供
も親になり親と同じ様にゴミ分別、減量につとめると思います。
有料化により私の住む地域ではずいぶん減量していると思います。草などの無料はとても有難く思っていま
すので、現在のやり方でよいと思っています。
資源ゴミを分別し、燃えるゴミを減らすという取組については賛同しますが、減らしたいがために（家庭で
徹底されていないのかもしれませんが）プラゴミにスナック菓子の袋や食品が付着したものが入っているこ
とがあり、回収してもらえないことがあります。またプラ容器を洗うため無駄に水を使うことを考えると、
燃えるゴミが有料であることに疑問も感じます。
ペットボトル（大）は踏みつぶして出していましたが、他県の情報でつぶしてはいけないと耳にしました
が、市ではどうですか？
シュレッダー紙をゴミではなく、古紙回収として資源ゴミとして再利用する。
ゴミの分別は自分なりにきちんとしているつもりですが、これからもちゃんとしたいと思います。
なし
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分別して資源ごみとして出しているが、その資源ごみがどのように活用されているかが不透明、時々めんど
くさくなる。
ごめんなさい。どういった取組をされているのかよく知りません。
いますんでいる集合住宅の1部の人たちだと思いますが、ゴミ出しのしかたが（ウワー）と思う事があり

※自宅前に出すなど個人の責任の自覚を持つ様に心がける
いつもありがとうございます。
水分の多い生ごみを燃やすエネルギーとプラスチックが多少混入したゴミでは、プラ混入の方が省エネ効果
があると思いますがいかがでしょうか？
△ごみ減量取組には、関心を持っています。他の県等に旅行に行っても、生駒市の取組を自慢しておりま
す。又、ごみ収集車の人達が親切で、助かっています。気持ちの良い事です。（大変な仕事なのに！！）
以前に比べると、随分ゴミの容量は減りましたが、重量は変わっていない（袋に押し込んでいる）ので、重
さを減らすにはどうしたらいいかと思います。
朝の時間が早過ぎてこまります。夜にすることは無理でしょうか。カラス対策になるのでは。
1市民として思うのですが焼却炉はまだ大丈夫なのか？今から次を考えなくてもいいものかと・・・
わがやはゴミ捨ての位置にあります。夏は、夜中に捨てる人がいて、袋からゴキブリが動いて出てきたりし
て困ります。ゴミを持っていってもらった後、夕方まで仕事なのか、ずっとネットのBOXを放置です。それも
困ります。玄関近くなのでイヤです。
ごみの減量と言いますが、生活していく上でごみは出ますし、これ以上減量する事はむずかしいです。そし
て、そのゴミに有料のゴミ袋を買うというのもどうかと思います。税金も払っているのに、と思ってしまい
ます
ごみを分別することにより燃えるごみは随分減りましたが、プラスチックは凄く多くなった。発砲スチロー
ル容器・プラスチック容器の多さに驚きます・・。これだけ毎日分別しているので手一杯です。週3～4回の
ゴミ出しで老齢化できつい。それプラス地域の古紙回収もあり大変です。
ゴミ処理の有料化による収集量の減少は各家庭の出費を抑えるための見かけ上の減少に過ぎず、他の地方や
勤務先でごみを捨てる等の行動を推進しているのみで生駒市の負担は減少できても生駒市の掲げる循環型社
会や地球温暖化防止には貢献できていないと思います。
指定ゴミ袋をこれ以上高くするのだけは、やめて下さい。
私の所はゴミ入れが背が高くて大きいので45ℓしか使えません。それほどいらないのですが仕方ありません。
有料化になり確かに細かく分別するようになりました。毎日、出す日等、カレンダーをチェックし、脳トレ
にもなると頑張っていますが我々年寄りは時間にも余裕が有り出来るでしょうが、若く働いていたり子育世
界の方達は大変かなと…複雑な気持です。家の中にゴミ箱3つ、外には、2つと置いてますが！！
核家族になって、子供世帯には、ゆずれないものが（子らはいらないと言います）家にはいっぱいあり、ま
だ使える物や、高価な物まで地域のバザーや、もったいない市に出しています。家でガレージセールをして
みたいと思っています。どなたかが、引き取ってくれたらうれしいです。分別ゴミは高齢になるとめんどう
になってくるのと思っています。地球の温だん化をくい止める為，皆でしなければいけないと心に強くとど
めましょう。
・出来るだけ冷蔵庫内の在庫をチェックしむだなものを出さない様にして減量に取りくみたいと思いま
す。・毎週ゴミ収集に来てくださる方々はとても皆様礼儀正しくて朝清々しい気持になれます。ありがとう
ございます。
・生駒市・住民・各種店舗の意識と協力が重要。
・有料化にあってから特に困った事はない。　・燃えるゴミ、不燃ゴミ、プラスチックの分別にあたりゴミ
に対しての認識が変わり、良い傾向だと思っている。・市職員の方々も大変だと思いますが、今後も改善で
きる様によろしくお願いします。「ご苦労さま」の一声です。
減量の事により、まだゴミの分別ができていない家庭がある様に思います。ゴミ当番の時必ずこまったゴミ
にあたります。プラスチック製品とプラゴミを混合している人がおります。→（風呂おけとか、洗濯ハン
ガーとか、子供のおもちゃなど）ビン・カンの中にはフライパン、針金ハンガー、なべ、やかん、あげく
に、曜日をまちがえて出す人、年に何度かの収集しない日に出す人、市からの広報とか回覧板を見ない人が
いるんですねー　こっちの方が大事だと思うのですがー。
生駒市がゴミ減量への対策は非常にすばらしいと思います。何でも有料化する他市よりも市民に対する暖か
さも感じます。
これ以上ゴミの分別の種類を増やすとまちがって提出する人が多くなり、未回収袋が残るケースが増加する
ように思います。
家庭のごみ減量がたいへん良いと思います。
ゴミ等の集積場所をもう一度見直ししてほしい。
ゴミ当番等、高齢化が進むと大変になると思います。
私は大阪から生駒に移住しました。畑を借りて野菜を作っています。見ていて思うに昔から住んでいる人の
方（お年寄り）が川に生ごみを捨てているのを見かけました。昔からの習慣？わかりません。その人達の意
識を変えないと？生ごみと関係ないかな。環境の問題かな。
ごみ袋の有料化は意味があるのだろうか？有料化した財源が市民にかんげんされているのか疑問に感じてい
る。
今のままで良いと思います。
ゴミ、資源などに関する考え方は人それぞれ、今迄やってきた事を変えることは人によっては不満と感じる
人も居ます。無理強いすることはできません。でも子供達はまだまっさらです。小さい時からゴミのこと資
源のことを知識として持っていれば未来は資源でいっぱいになるかも・・・子供たちに笑われない様、良い
環境を残せる様私なりにがんばります。
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有料化になって生ごみが少なくなりましたが、家庭によってはまだ多量出されている所もあります。減量し
ようとする気持ちが大切だと思いますが、しかたありませんね。
袋の値段がかなり高いので、できるだけリサイクルに回しているのですが、もうこれ以上は、気力や体力が
ないと仕事しているものにとってはきついです。
町がきれいになった様に思います。
ごみ減量は個人のモラル
先日リレーセンターに持ち込んだ時に、指定のゴミ袋に入れたものとゴミのチケットを貼ったものを持ち込
んだとき、重複しているので指定袋をお返ししますと新しい袋を返してくださいました。

同じ生駒市内でも有料の指定袋を使用せずに出している地域があり、不公平感があります。
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