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平成３０年度ごみ減量市民会議活動実績 

《ごみ減量市民会議メンバーからの活動に係る意見》 

・啓発活動を中心に年度目標はほぼできたと感じています。 

・全般としては市民会議のメンバーは良く活動したように思うので、それなりの成果があったと思う。 

・エコ料理教室など新しく始めた事業にスポットを当ててほしい。 

・市民会議の目的が達成出来たと考える。机の上での会議から行動を起こす活動に切り替えて実践出来た事、行政 

と協力しながら知恵を出し合い各地域への出前活動も達成できたと思います。 

・広報広聴課にごみ減量についての掲載要請及び掲載内容の検討。 

・フードドライブの取り組み、推進。 

ごみ減量市民会議 

生駒市ごみ減量市民会議活動内容 該当項目(網掛部分) 

①市民意識の把握 ②懇談会の実施 

③有料化の成果を PR ④生ごみの削減 

⑤キエーロの普及 ⑥資源ごみの分別 

 

第１回 

日時 平成３０年４月１３日（金）午後１時３０分～ 

案件 報告事項 

 (1) エコクッキング教室について 

 (2) ごみ組成調査について 

 (3) フードドライブについて 

協議事項 

(1) 自治会長への懇談会開催依頼について 

(2) 減量市民会議チラシの改訂について  

(3) 壱分町東自治会懇談会について 

(4) 環境フェスティバルの開催について 

 (5) いこま寿大学実務講習について 

    (6) 生ごみ処理器「キエーロ」製作講座について 

  (7) 夏休み環境自由研究 「ごみキエーロしよう!」製作講習について 

   分科会 

第２回 

日時 平成３０年７月９日（月）午後１時３０分～ 

案件 報告事項 

   報告事項 

(1) いこま寿大学実務講習会について 

 (2) 壱分東自治会懇談会について 

 (3) 環境フェスティバルについて 

(4) ごみ組成調査結果について 

 (5) ごみ減量市民会議チラシの作成について 

協議事項 

(1)懇談会開催について 

           ・鹿ノ台自治連合会資源物個別回収委員会 

      ・谷田町自治会 

 (2)一日環境教室について 

 

資料２－２ 
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第３回 

日時 平成３０年１０月１０日（水）午後１時３０分～ 

   報告事項 

(1) 鹿ノ台自治連合会資源物個別回収委員会懇談会について 

 (2) 谷田町自治会懇談会について 

 (3) 生ごみ処理器「キエーロ」製作講座実施結果について 

(4) 夏休み環境自由研究「ごみキエーロしよう!」 

生ごみ処理器「キエーロ」製作講座実施結果について 

 (5) 一日環境教室実施結果について 

(6) 子どものエコクッキング教室実施結果について 

 

協議事項 

(1) 生駒市北小中学校校区地域ぐるみ文化祭 

 (2) いこま魅力博での啓発活動について 

(3) 東旭ヶ丘自治会懇談会開催について 

(4) エコクッキング教室の開催について 

 (5) 食品ロス削減チラシの作成について 

 

第４回 

日時 平成３０年１２月２０日（木）午後１時３０分～ 

案件 報告事項 

 (1)地域ぐるみ文化祭啓発活動実施結果について 

 (2)いこま魅力博での啓発活動実施結果について 

(3)懇談会実施結果について 

     ・東旭ヶ丘自治会 

          ・北大和自治会 

     ・久保自治会 

(4)エコクッキング教室の実施結果について 

 ・エコクッキング(公募分) 

 ・生駒幼稚園エコクッキング教室 

(5)食品ロス削減チラシについて 

 (6)生ごみ処理器「キエーロ」アンケート集計結果について 

協議事項 

(1)懇談会開催について 

     ・萩原町自治会 

(2)広報いこまちへの掲載について 

 

第５回 

日時 平成３０年２月２０日（水）午後３時３０分～ 

案件 報告事項 

(1)エコクッキング教室の実施結果について 

(2)平成 30年度活動実績について 

(3)目標達成状況について 

協議事項 

(1)平成 31年度の活動計画案について 

(2)広報いこまちへの掲載について 

(3)エコクッキング教室 
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懇談会等の実施 

生駒市ごみ減量市民会議活動内容 該当項目(網掛部分) 

①市民意識の把握 ②懇談会の実施 

③有料化の成果を PR ④生ごみの削減 

⑤キエーロの普及 ⑥資源ごみの分別 

 

いこま寿大学実務講習会 

１．開催日時 平成３０年５月１６日（水）午前１０時００分～１２時００分 

平成３０年５月１７日（木）午前１０時００分～１２時００分 

２．場  所 生駒市コミュニティセンター４０１ 

３．出 席 者 ８名(5/16) 

       ３名(5/17)    計１１名 

４．懇談内容 

〇プラスチック製容器包装の出し方等について理解が得られていない部分があった

が、懇談等の説明で理解が深まった。 

〇小型家電回収、食品ロス、ミックスペーパー等の説明をし、ごみ減量の啓発を行

った。 

〇生ごみ処理器「キエーロ」の普及啓発活動を実施した。 

 

壱分東自治会懇談会 

１．開催日時 平成３０年６月１５日（金）午後６時３０分～７時４０分 

２．場  所 壱分東公民館 

３．出 席 者 ３４名 

４．懇談内容（4 グルーブでの懇談を実施） 

〇プラスチック製容器包装についての質問等があり、懇談等の説明で理解が得られた。

〇小型家電回収についての説明し、理解が深まった。 

   〇生ごみ処理器「キエーロ」の普及啓発活動を実施した。 

 

鹿ノ台自治連合会資源物個別回収委員会懇談会 

１．開催日時  平成３０年７月１５日（日）午後１時００分～２時００分 

２．場  所  鹿ノ台いきいきホール２階大会議室 

３．出 席 者 ２７名 

４．懇談内容 

〇プラスチック製容器包装の現物を使っての説明をし、懇談等の説明で理解が深まっ

た。 

〇傘等棒状のごみの出し方の変更点等を説明し、理解が深まった。 

〇生ごみ処理器「キエーロ」の普及啓発活動を実施した。モニター希望者１名 

 

谷田町自治会懇談会 

１．開催日時  平成３０年７月２１日（土）午前９時３０分～１０時４０分 

２．場  所  谷田自治会館 

３．出 席 者 ３１名 

４．懇談内容 

〇プラスチック製容器包装の現物を使っての説明をし、懇談等の説明で理解が深まっ

た。 

〇小型家電回収ボックスについて説明し、理解が深まった。 

〇生ごみ処理器「キエーロ」の普及啓発活動を実施した。モニター希望者２名 
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東旭ヶ丘自治会懇談会 

１．開催日時  平成３０年１１月１８日（日）午前１０時３０分～１１時４５分 

２．場  所  市役所４階大会議室 

３．出 席 者 ４７名 

４．懇談内容 

〇プラスチック製容器包装の現物を使っての説明をし、懇談等の説明で理解が深まっ

た。 

〇ごみ集積所・分別されないごみ等についてのご意見等をいただいた。 

〇生ごみ処理器「キエーロ」の普及啓発活動を実施した。 

 

 

北大和自治会懇談会（３グルーブでの懇談を実施） 

１．開催日時  平成３０年１２月８日（土）午後５時００分～６時３０分 

２．場  所  北大和自治会館 

３．出 席 者 ２８名 

４．懇談内容 

〇プラスチック製容器包装・ミックスペーパーの現物を使っての説明をし、懇談等の

説明で理解が深まった。 

〇生ごみ処理器「キエーロ」の普及啓発活動を実施した。モニター希望者６名 

 

 

久保自治会懇談会（４グルーブでの懇談を実施） 

１．開催日時  平成３０年１２月１４日（金）午前１０時００分～１１時３０分 

２．場  所  久保集会所 

３．出 席 者 ２６名 

４．懇談内容 

〇プラスチック製容器包装・ミックスペーパーの現物を使っての説明をし、懇談等の

説明で理解が深まった。 

〇農家から出るごみ等についての質問があり、懇談等の説明で理解が深まった。 

〇生ごみ処理器「キエーロ」の普及啓発活動を実施した。モニター希望者１名 

 

萩原町自治会懇談会 

１．開催日時  平成３１年２月２４日（日）午前１０時００分～１１時３０分 

２．場  所  萩原町自治会館 

３．出 席 者 ○○名 

４．懇談内容 

〇・・・・・・ 

○・・・・・・ 
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環境フェスティバルでの啓発活動 

生駒市ごみ減量市民会議活動内容 該当項目(網掛部分) 

①市民意識の把握 ②懇談会の実施 

③有料化の成果を PR ④生ごみの削減 

⑤キエーロの普及 ⑥資源ごみの分別 

 

日 時  平成３０年６月２４日（日）午前１０時００分～午後３時００分 

場 所  北コミュニティセンターISTAはばたき 

活動内容 〇ごみ減量啓発活動（シールアンケート） 

     〇生ごみ処理器キエーロ普及活動 モニター希望２１名 

 

シールアンケート集計結果 

回答者数 ９００名 （昨年度６６０名） 

 

食品ロスを減らす取り組みについてお聞きします。     

①冷蔵庫の中をチェックしていますか？ 

(1)消費期限をチェックしている。 

４７０名(５１．８％) 

(2)消費期限の他、傷み具合もチェックしている。 

                ３９２名(４３．２％) 

(3)チェックしていない。 ４５名( ５．０％) 

(4)無回答         ０名( ０．０％) 

 

※９００名を超えていますが、２以上の回答をされた 

方がおられる為です。 

 

②フードドライブを市が行っていることを知っていますか？ 

(1)はい        ４２３名(４７．０％) 

(2)いいえ        ４１９名(４６．６％) 

(3)無回答        ５８名( ６．４％) 

 

③エコクッキングに心掛けていますか？ 

(1)はい        ６４４名(７１．６％) 

(2)いいえ        ２０７名(２３．０％) 

(3)無回答        ４９名( ５．４％) 

 

生ごみ処理器「キエーロ」を知っていますか？ 

(1)はい        ５０５名(５６．１％) 

(2)いいえ        ３４１名(３７．９％) 

(3)無回答        ５４名( ６．０％) 
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いこま魅力博での啓発活動 

生駒市ごみ減量市民会議活動内容 該当項目(網掛部分) 

①市民意識の把握 ②懇談会の実施 

③有料化の成果を PR ④生ごみの削減 

⑤キエーロの普及 ⑥資源ごみの分別 

 

日 時  平成３０年１１月１１日（日）午前１０時００分～午後３時００分 

場 所  高山サイエンスタウン 

活動内容 〇ごみ減量啓発活動（シールアンケート） 

     〇生ごみ処理器キエーロ普及活動 モニター希望１４名 

 

シールアンケート集計結果 

回答者数 ７５４名 （昨年度５３５名） 

 

１．冷蔵庫の中をチェックしていますか。 

①はい        ６５７名(８７．１％) 

②いいえ         ９７名(１２．９％) 

③無回答          ０名( ０．０％) 

 

 

２．この半年間で未開封の食品を捨てたことがありますか。 

  ①はい        ４０１名(５３．２％) 

②いいえ        ３４４名(４５．６％) 

③無回答         ９名( １．２％) 

 

３．フードドライブを市が行っていることを知っていますか。 

①はい        ２０９名(２７．７％) 

②いいえ        ５３７名(７１．２％) 

③無回答         ８名( １．１％) 

 

４．生ごみ処理器「キエーロ」を知っていますか？ 

①はい        ３６１名(４７．９％) 

②いいえ        ３８０名(５０．４％) 

③無回答        １３名( １．７％) 
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地域ぐるみ文化祭での啓発活動 

生駒市ごみ減量市民会議活動内容 該当項目(網掛部分) 

①市民意識の把握 ②懇談会の実施 

③有料化の成果を PR ④生ごみの削減 

⑤キエーロの普及 ⑥資源ごみの分別 

 

日 時  平成３０年１０月２７日（土）午前９時００分～午後２時００分 

場 所  生駒市立生駒北小中学校１階多目的教室内 

活動内容 〇ごみ減量啓発活動（シールアンケート） 

     〇生ごみ処理器キエーロ普及活動 モニター希望６名 

 

シールアンケート集計結果 

回答者数 ８０名 

 

１．冷蔵庫の中をチェックしていますか。 

①はい         ６９名(８６．３％) 

②いいえ         １１名(１３．８％) 

③無回答          ０名( ０．０％) 

 

 

２．この半年間で未開封の食品を捨てたことがありますか。 

  ①はい         ４７名(５８．８％) 

②いいえ         ３１名(３８．８％) 

③無回答         ２名( ２．５％) 

 

３．フードドライブを市が行っていることを知っていますか。 

①はい         ２２名(２７．５％) 

②いいえ         ５６名(７０．０％) 

③無回答         ２名( ２．５％) 

 

４．生ごみ処理器「キエーロ」を知っていますか？ 

①はい         ３８名(４７．５％) 

②いいえ         ４０名(５０．０％) 

③無回答         ２名( ２．５％) 
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エコクッキング 

生駒市ごみ減量市民会議活動内容 該当項目(網掛部分) 

①市民意識の把握 ②懇談会の実施 

③有料化の成果を PR ④生ごみの削減 

⑤キエーロの普及 ⑥資源ごみの分別 

 

①エコクッキング 

実施日 平成 30年 8月 28日(火)午前 10時 00分から 12時 00分 

場所  北コミュニティセンターISTA はばたき 調理室  

参加者 学童生徒(北小学校) 31名 

内容 ☆ごみ分別について 

  ※家庭から出たごみを使って分別方法等を説明した。 

☆調理実習（生駒市健康づくり推進員連絡協議会） 

  ・子どもが前処理したエビ・イカ・ホタテ等を使った海鮮カレー 

  ・いわしフライ～包丁を使わないで手びらき～ 

 ・いわしの骨を使った骨の唐揚げ  その他 

 

②エコクッキング 

実施日 平成 30年 11月 16日(金) 午前 9時 20分から 12時 20分 

場所  たけまるホール 調理室 

参加者 公募市民 16名 

内容 ☆ごみ分別について  

※プラスチック製容器包装等の分別方法等を説明した。 

☆調理実習（生駒市健康づくり推進員連絡協議会） 

  ・中華丼 ～冷蔵庫にあるもので手軽に中華風～ 

   ・蒸しパン・大学芋 

・白菜とリンゴ(柿)のサラダ ～残り野菜と果実で副菜に～ 

 

③エコクッキング 

実施日 平成 30年 11月 30日(金) 午前 11時 00分から 12時 20分 

場所  生駒幼稚園１階 多目的室 

参加者 園児親子 41組 

内容  ☆ごみ分別について 

   ※環境に配慮したごみの分別等について説明。 

☆調理実習（生駒市健康づくり推進員連絡協議会） 

   ・いわしフライ～包丁を使わないで手ひらき～ 

 ・いわしの骨を使った骨の唐揚げ 

・あさりのみそ汁 ・その他 

 

④エコクッキング 

実施日 平成 31年 1月 30日(水) 午前 9時 30分から 12時 20分 

場所  セラビー生駒 調理室 

参加者 生駒市健康づくり推進員連絡協議環境部会メンバー 26 名 

内容  ☆ごみ分別について 

※プラスチック製容器包装等の分別方法等を説明した。 

※実際の調理で出たごみの分別 

☆調理実習（生駒市健康づくり推進員連絡協議会） 

  ・ミネストローネ～冷蔵庫の残り野菜でイタリア料理～ 

  ・たくだけピラフ～卵で巻いてオムレツに～ ・いちご大福 
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⑤エコクッキング 

実施日 平成 31年 3月 28日(木) 午前 10時 00分から 12時 00分 

場所  北コミュニティセンターISTA はばたき 調理室 

参加者 学童生徒(真弓小学校) ○○名 

内容 ☆ごみ分別について 

  ※家庭から出たごみを使って分別方法等を説明した。 

☆調理実習（生駒市健康づくり推進員連絡協議会） 

  ・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・
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キエーロ製作講座 

生駒市ごみ減量市民会議活動内容 該当項目(網掛部分) 

①市民意識の把握 ②懇談会の実施 

③有料化の成果を PR ④生ごみの削減 

⑤キエーロの普及 ⑥資源ごみの分別 

 

キエーロ製作講座実施状況 

①環境フェスティバル 生ごみ処理器「キエーロ」モニター募集 

開 催 日 平成３０年６月２４日(日)  

開催場所 北コミュニティセンターISTAはばたき 

申 込 者  ２１名 

②生ごみ処理器「キエーロ」製作講座 

開 催 日 平成３０年６月３０日(土) 

開催場所 北コミュニティセンターISTAはばたき 

受講者数 計 ２０名 

開 催 日 平成３０年７月７日(土)  

開催場所 市役所４階大会議室 

豪雨により中止しました。 

※受講予定者 (１７名)にキエーロモニターの希望 

の有無を確認したところ、全員がキエーロモニター 

を希望されたため完成品を配布 

小計３７名 

③夏休み環境自由研究 「ごみキエーロしよう!」 

生ごみ処理器「キエーロ」製作講座 

開 催 日 平成３０年７月２１日(土)、２２日(日) 

 開催場所 コミュニティセンター・北コミュニティセンターISTAはばたき 

受講者数 計 ４６名 

④地域ぐるみ文化祭 生ごみ処理器「キエーロ」モニター募集 

   開 催 日 平成３０年１０月２７日(土) 

   開催場所 生駒北小中学校 

   申 込 者 ６名 

⑤いこま魅力博 生ごみ処理器「キエーロ」モニター募集 

開 催 日 平成３０年１１月１１日(日)  

開催場所 高山サイエンスプラザ 

申 込 者  １４名 

⑥懇談会他 生ごみ処理器「キエーロ」モニター募集 

・鹿ノ台(7/15) １名 

・谷田町(7/21) ２名 

・エコクッキング教室(11/27) ３名 

・北大和(12/8) ６名 

・久保(12/14)  １名 

・窓口等(4月～3月) ７名 

平成 30年度実績(平成 31年 1月 1日現在) １４４台 
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キエーロアンケート実施 

①生ごみ処理器「キエーロ」製作講座 (プランターde キエーロ) 

実施日 平成２９年６月３日１０日１１日 

回答者 ３３名  

 

②夏休み環境自由研究「ごみキエーロ」しよう(プランターde キエーロ) 

実施日 平成２９年７月２２日２３日 

回答者 ５２名 

 

③生ごみ処理器「キエーロ」製作講座 (プランターde キエーロ) 

実施日 平成２９年８月４日 

回答者 １３名 

 

④キエーロモニター参加者  

実施日 平成２９年１１月～３０年３月 

回答受付中（対象者２８名） 
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１日環境教室 

生駒市ごみ減量市民会議活動内容 該当項目(網掛部分) 

①市民意識の把握 ②懇談会の実施 

③有料化の成果を PR ④生ごみの削減 

⑤キエーロの普及 ⑥資源ごみの分別 

 

１日環境教室実施状況 

実施日  平成３０年８月８日(水)午前９時００分～午後４時００分 

出席者  ２２名 

見学施設 ①㈱マツユキリサイクル②リバース㈱ 

見学内容 紙類(新聞・冊子・段ボール・ミックスペーパー他)のリサイクル 
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啓発ビラ配布 

生駒市ごみ減量市民会議活動内容 該当項目(網掛部分) 

①市民意識の把握 ②懇談会の実施 

③有料化の成果を PR ④生ごみの削減 

⑤キエーロの普及 ⑥資源ごみの分別 

 

啓発チラシ配布状況 

 

行 事 名 日 時 ﾊﾟﾜｰﾎﾟｲﾝ

ﾄ資料 

市民会議

ﾁﾗｼ 

ごみ分別

冊子 

食品ロス

削減ﾁﾗｼ 

フードド

ライブ 

いこま寿大学 

実務講習会 

5/16、 

5/17 

〇 〇  

 

  

壱分東自治会懇談会 6/15 〇 〇 〇  〇 

環境フェスティバル 

 

6/25  〇 〇   

キエーロ製作講座 6/30  〇    

鹿ノ台自治会懇談会 7/15 〇 〇 〇  〇 

谷田自治会懇談会 7/21 〇 〇 〇  〇 

ごみキエーロしよう! 7/21 

7/22 

 〇    

エコクッキング教室

(北小学童) 

8/28  〇    

地域ぐるみ文化祭 10/28  〇    

いこま魅力博 11/11  〇  〇  

東旭ヶ丘自治会懇談

会 

11/18    〇 〇 〇 〇 〇 

北大和自治会懇談会 11/12    〇 〇 〇    〇 〇 

エコクッキング教室

(公募) 

11/27  〇     〇   〇 

エコクッキング教室

(生駒幼) 

11/30  〇     〇 〇 

久保自治会懇談会 

 

12/3 〇 〇 〇 〇 〇 

エコクッキング教室 

(健推) 

1/30 〇 

 

〇 〇 

 

   〇 〇 

萩原町自治会懇談会 

※予定 

2/24 〇 〇 〇 〇 〇 

エコクッキング教室 

(真弓小学童) ※予定 

3/28  〇  〇 〇 

  

 


