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取り組みを行っていない理由 

① マイバッグを持参（レジ袋拒否） ：  4 件 

レジ袋は生ごみの処理に利用するため必要（食品販売店で入手しないと別途買い入れが必要→ごみの総量減には関わら

ない）。 

時間がない。 

レジ袋は家庭内で有用。必要性がないため。 

マイバッグは持っているが袋もほしい。 

② 店舗での不要な包装を拒否 ：  4 件 

情報が余りない。 

贈答品を除く。 

スーパーでの買い物多く不要包装の拒否はむずかしい。 

スーパーでの買い物が多く、不必要に包装していても購入しなければなりません。 

③ 適量購入を心掛ける（余分に購入しない） ：  14 件 

近所に店がないので安い時に買い込む。 

買い物の回数を減らす。 

よくわからない。 

買い物は、箕面などに行った時にまとめて買う（地元は高いので）。 

適量購入はもったいない・・・私の場合たくさん買っても使い切る自信あり。 

余分に購入しないとあるが、肉などのパックものはトレイ等が増えるばかりだ。おつくり等もデコレーションしすぎと思う。 

地震などの心配もあり、食料品等は余分に購入している。 

まとめ買いしストックを置かないといざというとき困る。 

一人暮らしのため、余分の買い物をすることになる。 

日頃からごみの減量化を考え、ムダな買物を控え、出来る事は全て行っているつもりです。 

１人になってから無駄（ごみ）にならないよう心がけています。野菜くずは（庭の）土の中。 

現在あまり使用していないので。 

使用していない物は購入していない。他市町村では無料回収が有料になっている。 

スーパーで必要量買うので。 

④ 量り売り商品の購入 ：  42 件 

買物先で量り売りをしていないため。 

スーパーでの買い物が多いため、なかなか量り売り商品を利用することがありません。 

購入するお店に常備していない、又は、近い店がない。 

その取り組みをしている店が近くにない。 

近くに量り売りの店がない。スーパーでパック品を購入。 

近所でやっているところがない。 

あればするがこの辺にはない。 
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店でそのような販売を行っていない（個人の問題ではない）販売されることが条件で。 

量り売り商店がない。 

スーパーで必要量買うので。 

地域では量り売りがない。 

量り売りはまずない。 

量り売りの店がない。  

扱っている店が少ない。 

販売店でやっていない。 

近所には量り売りしているお店がない。 

そういうところは知らない。 

該当する品物がない→販売していない。 

量り売り商品がない。 

利用する商品が見当たらない。 

日常的にこのような商品を使っていない。または必要としていない。 

購入対象商品がない。 

今のところまだ特に必要ないから。 

量り売り商品は、どのような商品をどこで売っているのかわからない。 

量り売り商品が、スーパーにないから。 

量り売り商品の購入をしたいが、近くのスーパーでは量り売りをしていない。 

量り売り商品を、取り扱っている店がない。 

量り売り商品が、ないので買い入れできない。 

量り売り商品の購入少ないですね。 

量り売り商品は割高感がある。 

量り売り商品が少ない。 

量り売りの商品が地元のスーパーにない。 

スーパーに量り売り商品があまりない。 

量り売り商品となると、割高になる場合があるので。 

量り売りに関しては、近隣に余りない（スーパー・小売店）。 

量り売りを実施している店舗が、近くにないため。 

購入はほぼ全部生協の宅配に依頼しているため。 

量り売りの商品がない。 

量り売りをしている店がない。 

宅配のおかずを利用している。高齢２人住まいなので買い物量が少ない。 

スーパーの利用が多く、量り売りの機会がない。 

量り売りを販売している店に行かないしない。 
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⑤ リターナブルビン入り商品の選択・返却 ：  16 件 

リターナブルビンは重く腕や体に負担がかかる。 

購入するお店に常備していない、又は、近い店がない。 

その取り組みをしている店が近くにない。 

リターナブル瓶入り商品よりペットボトル品のほうが軽くて便利。 

ビール等は缶で。 

近所でやっているところがない。 

リターナルビン入りの商品を探す方がむずかしい。 

現在紙パック入りを購入。 

リターナブルビン入り・・・なんですか？ 

利用する商品が見当たらない。 

日常的にこのような商品を使っていない。または必要としていない。 

購入対象商品がない。 

ほしい商品がリターナブルビン入りで売っていない。 

リターナブルビン商品は見たことがない。 

一升瓶は販売店が拒否。 

リターナブルビンは利用していない。 

⑥ 詰め替え式商品の選択 ：  4 件 

詰め替え商品にしても割高になる場合があるので。 

購入するお店に常備していない、又は、近い店がない。 

小家族となり消費が少なく低価額を使い切るので詰め替えで十分かと思う。 

シャンプーなどは順番に違ったメーカーや同じメーカーでも違うものをいろいろと使ってみたいから。 

⑦ リサイクル情報板の利用 ：  17 件 

今後取り組みたい。 

必要ないので。 

考えたことがない。 

ほしい商品がない、手持ちの不用品は安全性に自信がない。 

徹底的に使い切りが私のモットーです。 

あまり見かけない。 

欲しいものがない。 

出すものはない。 

時々見ているが、欲しいと思うものがない。 

ごみの分け方、出し方のマニュアルに沿って対応しているから。 

リサイクルショップを利用（売却、購入）。 

情報板を見に行く機会がない。 
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リサイクル情報板を利用しなくても処理できています。 

商品を増やさない。 

町のリサイクル情報板を見たのですが品が全くなかったです。川西市は色々とありました。豊能町祭りで前にリサイクル品

を抽選でもらえたと思いますがその取り組みは今もしているのでしょうか？ 

リサイクル情報がわからない。広報を配布してほしい。 

リサイクル情報板に欲しい物がない。 

⑧ 再生品を購入・利用 ：  6 件 

わざわざ再生品かどうか確認をしてから購入はしていない。そこを購買の目的としていない。 

必要な物を必要なだけ買って、使い切るため利用していない。 

商品を増やさない。 

リサイクル品やレンタル品を必要とすることがない。 

リサイクル品は潔癖症なので使えない。 

リサイクル品が少ない。 

⑨ 生ごみの水分を切る ：  0 件 

⑩ エコクッキングの実践（食材使い切り） ：  1 件 

エコクッキングを実践するつもりであるが、一人住まいでは常に食材を多く買いすぎ廃棄処分してしまい腐らすことがよくあ

る点反省する。 

⑪ コンポストや生ごみ処理機の利用（生ごみの堆肥化） ：  61 件 

コンポストの利用は、若いころはしていたが農業もつらくなってきて作業ができないため肥料の活用ができない。 

必要ない。 

コンポストや生ごみ処理機の、購入時の補助がほしい。 

持ってないので。 

堆肥の使い道がない（自宅では）。 

食材は捨てることなく、キャベツの芯なども大根の皮なども細かく切りきんぴらにしたり。 

コンポスト購入の動機がもてない。日々、それが実行できるか自信がない。 

高価だから。 

機器が不調で以来使わず。 

何度も生ごみたい肥を作ろうとして失敗している。 

処理機がない。 

以前、堆肥化して家庭菜園で利用していたが、タヌキと思われる動物等に畑を掘り返され止めました。 

購入費用が高い。 

におい（失敗することが多い）。 

においがある。 

畑や花壇をしていなので、堆肥を利用する機会がない。 

置く場所がない。 
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生ごみは畑に埋める。 

少々のものは、空き地に埋める。 

生ごみ処理しても、再利用手段がない。 

以前は利用していたが、生ごみ処理機が壊れたりコンポストはうじ虫がつくのでやめた。 

その後の利用方法がない。 

生ごみ（野菜ごみ）は、庭に埋めている。 

知識不足。 

生ごみを出さないようにしているため、処理機までは必要とせず。 

生ごみ処理機を購入するのが、負担になるため。 

以前利用したが、破損のため。 

一時期やっていたが、容器がこわれそのままになっている。 

今のところまだ特に必要ないから。 

処理機ありません。 

機械を持っていない。 

園芸にあまり興味なし。 

数量が少量又は未使用の為。 

機械に弱い。 

機械がない。 

処理機の設置なし。 

コンポストを庭に置いて利用するとのことだが、臭いや虫は大丈夫なのか？ 

堆肥を必要としないため。 

時間がかかりすぎるから。 

生ごみ処理機は、コストがかかると聞いたので。 

生ごみ処理機の使い方がわからず、町として推進しているかもわからない。 

生ごみも少なく、コンポストを使用したことはあるが不向きでした。 

生ごみ処理機は一時期使用していたが、電気代が高いのでやめた。 

生ごみは設備を持っていない。 

コンポストは以前行っていましたが、臭いと虫がわくためにやめました。 

マンションのため、コンポストの利用ができない。 

コンポストは以前利用したが、電気代がかかり本当にエコといえるか疑問を感じた。 

生ごみ処理機は高い。 

生ごみ処理機購入の助成金が豊能町はない。他は使用していないから。 

生ごみの処理にコンポストを使用しましたが、虫が湧いて大変でした。 

庭が狭いためコンポストは置けない。 

ごみ処理機が潰れてしまい、使用していません。 
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生ごみは堆肥化したら猫が来て庭を掘り返し、ついでに糞尿をする。 

生ごみ処理機を以前買いましたが、音がうるさいことや長時間かかり電気代もかかることで今は使用していません。 

コンポスト（生ごみ処理機）を前はしていたが、電気製で時間がかかり不便だったため。 

生ごみ処理機は庭におけない。 

生ごみ処理機がない。 

コンポストは、大分以前に利用していたが今はしていない。 

処理機を買うまでの余裕はないです。 

コンポストつぶれたため、車の運転免許がない。歩くと足が痛い。ゆめほたるはいつも読んでいる。とてもいいと思う。 

以前は畑を少しやっていたが、現在はコンポストは人にやって無い。 

⑫ ダイレクトメールの受け取り拒否 ：  33 件 

ダイレクトメールが多く送られるが受け取り拒否はせずにいるが、集団回収に出しているので問題はないと考える。 

ダイレクトメールの紙は新聞紙の中に入れリサイクルしている。 

できるのですか？ 

これからは拒否します。 

情報は知りたいから見る。 

ダイレクトメールはポストに入れられるため、受け取り拒否ができない。 

留守が多いので、勝手にポストに入っている。 

勝手に送られてくるのに拒否できない。 

無駄なことと思いながら連絡をするのが面倒。 

現実的に無理。 

有効なもの。 

勝手に送られてくるし、必要があるのも有り。 

今後取り組みます。 

相手方（企業や店など）から、一方的に送られてくるので連絡していない。（拒否方法は知っている）読み終わったら再利用

する。 

家族間で意見が異なる。 

ダイレクトメールの受け取り拒否が出来ることを知らなかった。 

時々拒否。 

そういう状況にない。 

知りたい。 

勝手にポストに入るから。 

ダイレクトメールは情報が手に入るから。後はわざわざ届けに行く必要があるため。 

拒否をしても送ってくる（ダイレクトメール）。 

ダイレクトメールはできるだけ WEB メールにしているが、送付されてくるものがある。 

ダイレクトメールは郵便受けに投函されている。 
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ダイレクトメールは、郵便ポストに入っている。 

ダイレクトメールなど拒否等やり方の情報が少ない。 

ダイレクトメールは、大切な内容が届くことが多いのでしっかりと目を通すため。 

ダイレクトメールは、勝手に送られてくるから。 

ダイレクトメール等一方的に送られたり、ポスティングされるものは拒否しにくい。 

ダイレクトメール受け取り拒否ができるのは知らなかった。 

ダイレクトメールは、郵便物に投入されているので拒否できない。 

ダイレクトメールは、一方的で拒否できない。 

ダイレクトメール発信元がわからない。 

⑬ 布おむつやレンタル布おむつの利用 ：  69 件 

おむつは、今のところ関係ない。 

必要ない。 

利用していない。 

今のところ対象外。 

必要なので。 

利用していない。 

使用者なし。 

おむつの使用はありません。 

使っていない。 

使用しているものがいない。 

該当者がいない。 

赤ちゃんがいない。 

現在必要でない。 

今のところ必要なし。 

今使用していない。 

家族の中に布おむつの利用者がいない。 

布おむつは、使用していない。 

紙おむつの使用者はいない。 

おむつは、使用していない。 

現在必要なし。 

おむつは使っていない。 

使用していない。 

利用する人がいない。 

不使用のため。 

現在は必要としないから。 
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利用していないから。 

該当なし。 

おむつは使用していない。 

現在使用なし。 

利用していない。 

該当者ナシ。 

まだ必要とせず。 

家族に必要な人がいないため。 

日常的にこのような商品を使っていない。または必要としていない。 

今のところ、まだ特に必要ないから。 

使ってないので。 

使用なし。 

そういう状況にない。 

まだ利用する年齢でない。 

数量が、少量又は未使用の為。 

赤ちゃんはいない。 

必要なし。 

赤ちゃんの肌に良いから。 

布おむつレンタル用品など利用していない。 

おむつ等は使用無。 

高齢者だから。おむつは使用していない。 

おむつを使用する小さな子供はいません。 

おむつのレンタルは、まだ必要がない。 

おむつは使用していない。 

おむつは使わない。 

布おむつが、必要でないので。 

布おむつは、小さい子供がいないため。 

おむつやレンタル用品の利用は必要ないから。 

布おむつ等使用していない。 

布おむつは、赤ん坊いない、介護もしていない。 

おむつのレンタルは、今していません。 

布おむつは、使用していない。 

おむつ使用者はいない。 

おむつ等は使用していない。 

子供がいない、及びおむつを必要とする体調に至っていないため。 
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おむつ使用していない、 

おむつは利用していない。 

布おむつ等利用していない。レンタル品を利用する“もの”がそもそもない。 

おむつは生活上必要ない。 

おむつは必要ない等設問に該当しない。 

おむつ不用など、特に必要性を感じていないため。 

布おむつは子供がいません。 

小さい子供がいない。 

布おむつは必要なし。 

⑭ マイ箸、マイカップの持参 ：  26 件 

マイ箸、マイカップはお弁当のときだけ。外食では、再利用のコップや箸・ナイフ・フォークが出るから。 

たまにしか行かないので。 

今後実践します。 

必要を感じない。 

面倒だから。 

必要を感じない。 

箸は、間伐材の利用を進めています。 

あまり外食しない。 

外食はほぼしないし、スーパーの弁当の箸は断っている。 

荷物になるので。 

面倒だから。 

外食が少ないので持参までしていない。 

勤めているときは行っていた。 

該当する時ナシ。 

まったく考えていなかった。 

マイ箸は、くら寿司、マイカップはスターバックスなどで実施されているのは知っているが、行かない。 

外食をしない。 

マイ箸、マイカップの持参はバッグに入れて持ち歩きしにくいので。  

荷物になる。 

外には持っていかない。 

進んでする勇気がない。 

外食もなるべくしないようにしているのでマイ箸・マイカップは使わない。水筒を持つようにしている。 

マイはしマイコップは仕事をしていないため。その他は今のところ利用する必要がないため。 

マイ箸、マイカップをしている店を知りません。 

今は 1人から 2人の生活で、購入も少なくなり外食もしないため、マイ箸などは使っていない。 



10 

 

箸についてはかえって疑問に感ずる（間伐材の利用がよい）。 

⑮ 不用品をリサイクルショップ等へ売却 ：  26 件 

バザーなどには出している（無料）。 

「不用品を・・・」は悪質な業者がいるように聞いているので。 

利益になりそうな物はショップに行くがそうでないものが多いので。 

リサイクルショップにいくのが手間である。 

面倒だから。 

数年前まで出店。 

売るほどのものはない。 

労力の割に値が合わず町の回収に出している。 

ごみの分け方、出し方のマニュアルに沿って対応しているから。 

情報ナシ。 

利用方法を知らない。 

対象物なし。 

運転出来ないので持ち込み不可能なので。 

持ち込みができない。 

売却する価値のある物ではない。 

使用していないもの。リサイクル品売却も悪徳業者がいるので用心のため。 

信用できるリサイクルショップを町が指定（紹介）できるか？ 

不用品、リサイクルショップはどのようなものが受け取ってもらえるかわからないので。 

リサイクルショップが近くにない。 

信用できるリサイクルショップの情報がない。 

家では使用しない物（ポットとか電気製品等）は捨てるに捨てられず、ずっと押し入れで眠って場所をとっています。リサイク

ルショップ等の情報を教えてくだされば助かる。 

リサイクル店へは、行く必要がありませんので。不燃ごみに出しています。 

リサイクル品によっては、使いにくいものもある。又、我が家からでは不用品は売却に値しない様で、リサイクルショップへ

持って行きにくい。（美品でないため）。 

リサイクルも引き取ってもらえないものが多い。 

リサイクルショップへの不信感がある。 

不用品をリサイクルショップへ持ち込むのは、忙しくてとてもできない。 

⑯ 古紙や古布を集団回収に提供 ：  0 件 

⑰ 食品トレイ等の店頭回収に協力 ：  19 件 

持ってない。 

町の回収に出しています。 

トレイ等の店頭回収は、店までもっていくのが大変だから。 
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町の回収に出している。 

集団回収に出してる。 

町の回収があるため。 

行政のごみの日に出している。 

豊能町のお世話になりやすい。注意していきます。 

町の回収に出している。買い物をする店があるが遠方の為。 

食品トレイ等は廃品（自治会）回収に出している。 

食品トレイは、町の分別で出している。 

資源ごみの分別回収にはしっかり対応している。 

トレイを洗うのは環境問題にいいのかわからない。 

食品トレイは、買物の時にもっていけるので積極的にしたいと思います。（反省！！）。 

トレイの店頭回収は、かつてはしていたが、今はしていない。今回からします。 

仕事帰りに店頭に回収物を持参するのが面倒だが、今後取り組みたい。 

他の町で買ったものを希望ケ丘の店へ持って行くのも気が引ける。 

トレイ等は、プラスチック資源に出しています。 

日々忙しく面倒なことについてはついつい後回しになってしまう。食品トレイをスーパーの店頭まで持っていくことは以前は

協力できていたが最近は容器包装プラスチック類として出してしまっている。店頭回収に協力した方が良いのであればこれ

を機に再度取り組んでいきたいと思う。 

⑱ 食用廃油を拠点回収施設に持参 ：  65 件 

食用油は使い切るようにしている。他は時間が合わなかったり、機会がない。 

持っていってない。 

食用廃油は植木の根元に掘って埋めている。 

廃油は出ない（使い切る）。 

油は少なめに使い、何回かでほぼ使い切る。 

揚げ物少ないので。 

回収施設に持参するほど廃油は無い。 

持参するのが面倒。 

油は使い切っている。 

こした油は炒め物に使っている。 

役場まで持っていくのが手間。 

油は使い切る。 

場所がわからない。 

どんどん使い切るので我が家にはない。 

油いため等に再利用している。 

食用廃油は捨てる程揚げ物をしていないので、回収するまでに使い切っています。 
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食用油は少量使用で使い切る。 

油料理は高齢のためあまりしない。 

揚げ物をした後、ろ過して炒め物などに使用し古い油を使い切る。 

できるだけ少量で調整するので残量は持参するほど残らない。 

ほぼ使い切る。 

場所を知らない。 

食用油は使い切る。 

不使用のため。 

自家用コンポストにて処理（堆肥化）。 

全部使い切る。 

廃油は出していない。 

食用油はなるべく数回使い、回収施設に持参が手間（あまり役場に行く用事なし）。 

天ぷら等の揚げ物は自宅調理しない。 

廃油が出ない。 

廃油ナシ。 

使い切っている。少量の場合は紙に吸い取る。 

余るほど油を使用しない。 

油は殆ど使い切る。 

食用廃油については、一人住まいなので多量の油を使うことはない。 

廃油が出るほど食用油を使用しない。 

揚げ物料理しない、なんとなく面倒。 

食用油は工夫してすべて使い切るため。 

なるべく使い切る。 

炒め物のみ使用。廃油なし。 

廃油はわずかなので持参していない。 

持って行くのが面倒。 

揚げ油は炒め物等に利用、次回の揚げ物に利用するので廃油は出ないです。 

廃油も出ない料理法。 

食用油は使いきる。 

廃油等は出さない様にしている。 

食用油は庭に埋めています。 

食用廃油の拠点が不明。 

揚げ物をほとんど作らないので廃油はたまらない、ある時は土に返す。 

廃油を持って行ったことがありますが、手を洗えるようになればよい。 

油は必ず使い切るので廃油は出ない。 
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食用油はオリーブオイルとゴマ油のみで使い切っている。 

食用油は、少量しか使用していない。 

食用油はしていない。 

油は拠点にもっていくまで量も少なく遠い。 

あまり油物をしない。 

基本的に廃油はあまり出ないので、つい自宅で処理してしまう。 

廃油はほとんど出ない。その他管理できない etc。 

油は回し使いし、使い切る。 

食用廃油なし（天ぷら作らない）。 

油は、紙や布につけて生ごみに出しています。 

廃油は固めて捨てている。 

油は使い切りの為、必要以上は使わない。介護の為自宅にいることが少ないため。 

現生活に必要ない。廃油を持参したいが、まとめて一度にと考えると自宅での保管期間が長いので実行できない。持参場

所開催場所が遠い。 

取組を行っていないのは食用油はすべて使用しています。ヘドロの様になった物だけ捨てます。 

⑲ 小型充電式電池やボタン型電池を販売店に返却 ：  31 件 

電池を購入している店舗へはまれにしか行かないため。 

電池は町の分別で出している。 

持ってない。 

近くに店がない。 

持って行って返却します。 

充電式電池やボタン型電池は少量保管のまま。 

手間である。 

面倒だから。 

カラになると捨てている。 

販売店までわざわざいけない。スーパー等ならできる。 

場所を知らない。 

ほとんど大阪市内で買うから。 

電池の利用が少ないので使用済みのものは不燃物としている。 

該当ナシ。 

行政のごみの日に出している。 

豊能町のお世話になりやすい。注意していきます。 

使用していない。 

取扱店が近くになく家にたまたまの状態。 

不燃ごみに出している。 
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少量のため。 

ボタン型電池は、店頭に回収箱がなくなったので町の乾電池とともに出している。 

ごみの回収は、すべて町の回収に出している。 

ボタン電池は不用品で処理している。 

電池は、町の回収の時に出せばいいと思っていたカラスパーが遠いので多く買ってしまいます。 

電池を販売店に返却は知らなかった。 

電池はほとんど使用していないため、ごみとして出ない。 

集める場所が遠ければ出来ない（ひざが悪いため）。 

電池を購入している店舗へは、まれにしか行かないため。 

ボタン型電池は販売店に返却するつもりで家に置いています。 

ボタン電池取替なし。 

販売店まで持っていく手間が大変。 

⑳ レンタル用品の利用（一時期しか使用しないもの） ：  35 件 

行っていない。 

まだその機会がないからです。 

利用していない。 

近くに店がない。 

必要を感じていない。 

利用する時がない。 

レンタル品目が思いつかない。 

現在レンタルをするものがない（必要がない）。 

レンタルしたいものはない。 

よくわからない。 

今のところ必要な物はない。 

レンタルしているものはない。 

現在必要なし。 

使っていない。 

レンタルする物はない。 

不使用のため。 

配布される資料等で理解し、従うようにしている。 

必要がないから。 

該当なし（幼児ベッドなど使用歴あり）。 

必要ない為。 

必要品ナシ。 

利用する商品が見当たらない。 
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対象物なし。 

今のところまだ特に必要ないから。 

使用なし。 

そういう状況にない。 

子供たち友人姉妹に貸す側なのでレンタルはしない。 

レンタル用品にどのようなものがあるか不明。 

レンタル用品より新品のほうがいいから。 

レンタル用品は必要なものがない。 

いままで、リサイクル・レンタルするような物がない。 

レンタル用品を利用していた時あり。 

レンタルは利用する場面がない。 

「足りぬ足りぬは工夫が足りぬ」と言い、レンタルはしない。 

レンタル用品を利用する機会がない。（必要がない。） 

㉑ 環境に関する勉強会、見学会に参加 ：  43 件 

高齢になり、講座等の参加はむずかしいが、ごみの減量分別には協力し心掛けたい。 

勉強会、見学会、クッキング教室等の参加は多忙のためムリ。 

考えたことがない。 

時間がない。 

この設問をしているのは疑問。参加する必要を感じていない。 

ある程度、新聞・テレビ等で情報が得られできるだけ実施するから。 

一回のみ参加した。 

決められた時間に行くのが手間。 

インターネットで情報収集。 

よくわからない。 

参加せず自分でテレビなど見てできることをする。 

仕事しているので参加できない。 

見学会があれば参加したい。 

仕事で行けない。 

勉強不足で申し訳ないです。 

配布される資料等で理解し、従うようにしている。 

ついつい忘れている。 

高齢のため不参加。 

ごみの分け方、出し方のマニュアルに沿って対応しているから。 

勉強不足。 

今まで参加の機会なし。 
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このような会があることを気にしていなかったので知りませんでした。 

時間が取れない。 

チャンスがなかった。 

そういう状況にない。 

機会に恵まれない。 

体力的に無理。 

行く時間があわない。 

身体的に参加したくても行けない。老人会などの友人も車に乗せてはいけない事になったからとの事（事故の責任）身体障

害者、足腰の痛み。 

年を取りなかなか見学会、教室へ行けない。できるだけ自分なりのやり方でしています。 

環境に関する見学会に参加したい。 

忙しかったり、参加するのがしんどいので。 

勉強会など PR不足では・・・。 

他に参加するものは時間がないから。 

参加すべき勉強会等の情報がないし、近所でないと参加できない。 

情報誌で知識を取り入れているので。 

勉強会は見学会は昔行った。 

会合について年齢的に参加できない。 

勉強会、見学会等は不参加。 

仕事が忙しいので、勉強会とか暇がない。 

勉強会、見学会に参加する時間がない。 

男性だと見学会などの参加には抵抗がある。 

見学会は時間が作れなく参加できないですので、こうして案内をもらえるとわかりやすくて助かります。 

㉒ エコクッキング教室等への参加 ：  28 件 

自分でやってるつもりなので。 

考えたことがない。 

時間がない。 

エコクッキングはすでに行っている。 

決められた時間に行くのが手間。 

インターネットで情報収集。 

テレビで情報を得る。 

今現在取り組み方も知らないし、また、エコクッキング教室は行けない状態にある。自分自身が、今現在豊能町から障がい

者手帳を発行してもらっており、また、収入が不足しているため妻に収入を頼っているため。 

よくわからない。 

配布される資料等で理解し、従うようにしている。 
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老齢の為。 

必要ない為。 

高齢のため不参加。 

機会がない。 

ごみの分け方、出し方のマニュアルに沿って対応しているから。 

勉強不足。 

時間が取れない。 

「めんどう」という思いが先にある。 

チャンスがなかった。 

そういう状況にない。 

機会に恵まれない。 

参加していない。 

行く時間があわない。 

エコクッキングとか暇がない。 

エコクッキング教室に参加する時間がない。 

男性だと、クッキング教室などの参加には抵抗がある。あまり外に出たくない（年配者）。町のごみ回収に出すだけで精いっ

ぱいである。 

エコクッキング教室に参加してみたい。いつどこでかわからない。 

身近に体験する場がない。 

㉓ ごみに関する情報を行政に提供 ：  22 件 

したことありません。 

考えたことがない。 

行政がどのような情報を望んでいるかわからない。 

どういう内容をどうやって提供するのかわからない。 

決められた時間に行くのが手間。 

よくわからない。 

町がどのような情報を得たいのかわからない。 

行く時間がない。 

勉強不足で申し訳ないです。 

提供元が知らないから。 

機会がない。 

ごみの分け方、出し方のマニュアルに沿って対応しているから。 

勉強不足。 

今まで参加の機会なし。 

行政にどんな情報を提供するのかわからない。 
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「めんどう」という思いが先にある。 

提供する情報を持ち合わせていない。 

一般的な事しか思い浮かばない。 

どんな内容をどこへ伝えるかわからない。 

情報提供は機会がない。 

提供しうる情報を持ち合わせていない。 

行政に提供できるような情報がない。 

その他の意見 ：  205 件 

私の考えと妻の考えに違いがある部分。 

あまりよくわからない。 

十分、減量に取り組んでいるから。 

行く場所が遠方の為。 

体調が悪いので買いに出られませんので勝手致します。 

我家では該当するものがない。 

町のごみ分別の収集にきちんと出しているので。 

特に理由はないがなんとなく。 

特に詳しい情報がわからない。 

（現時点では）全く接することも必要としない項目です。また、出向いて積極的に勉強するところまでの気力もありません

が、人並みくらいには取り組み、常日頃、廃棄物には注意しています。目先の金勘定と知恵の少ない議員で皆さま、本当に

ご苦労様です。 

店が遠い、面倒。 

めんどくさい。 

知らないから。 

時間がない。 

不必要なものに関しては行っていない。また、時間的に無理があるものは協力できないから。 

直接関係がない。処分・処理方法等がわからない。 

無理のない範囲で取り組もうと思っているから。 

そんなにできるものではない。 

いろいろな経験により自分なりに感じた事を生活に生かしている。 

特にないが、これから積極的に取り組みたい。 

制度など承知していない。 

日時が調整できないとかその場所まで行くのがめんどう持参するのを忘れる。 

今の所必要性がない。 

行う方法がわからない。 

選択の余地がない場合が多い。 
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断捨離に徹していますから、これ以上は・・・。 

必要ないもの（使用していない）。 

近くにそうした場所がないから。 

子育て追われて時間がない為。 

機会がない。 

ごみの減量は日々の努力でほぼ可能だけど、資源化の取り組みについては、時間的余裕がなかったり・・・あと意識が低

いのかも知れない。 

身近にないので実現できない。 

夫婦二人で共働きの為、時間的な都合。 

手間がかかる、面倒くさい。 

方法を知らない。 

面倒。 

行政の PRがない。 

設問により理由は様々である。質問が悪い。 

機会がない。 

量がすくないため。 

時間、体力的に時間がない。 

朝と夜しか豊能町にいない。買物も豊能町内お店で買うのはわずか。家の内で出来ることは、生活に影響のない程度に実

践している。 

元々発生しない項目があるので行うことができない。 

機会がない。時間的にできない。 

自分の思いのままに行っている。また、それぞれの処理方法が勉強不足。 

情報にうとい。あまり関心がない（行動に不便を感じる）。 

必要としないから。 

情報不足。 

利用すること自体があまりない orないので思い至らなかった。 

小さい子供がいるのでなかなか積極的に取り組めないというのが正直なところです。つい楽なやり方を選んでしまいます。 

めんどうですので。 

年度別の資源ごみ収集日程表通り実施しているので問題はないと思います。 

実践するまでにかなり衛生面、行程に時間がかかる。やっても無駄がある上に最終処分場がその趣旨通りに動いているか

疑問。 

できる限りごみを出さないよう気を付けています。 

面倒だ。 

ごみの量が少ないので必要がないため。 

手間がかかってしまう。 
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1日 1回宅食を利用しているので、入れ物をさっと洗って翌日返す。 

障がい者であり、また、一人住まいのためごみ袋を縛ったり、古紙等を縛ったりするとき片手が不自由で、分別が大変なた

め。 

面倒。 

使用頻度が少ないため。 

不都合が多いため。 

使用していない場合と面倒なとき。 

必要を感じない。 

時間に余裕がないため。 

現時点では必要としない。 

必要ないから（使ってないから）。 

特にエコ化などに関して気にかけていなかった。 

取組方法、やり方を知らない。 

やってる店がないから。 

現在、定期的回収で充分に間にあって居る。 

家計にあまりプラスにならない。 

方法及び取組を知らない為。 

特に必要がない。 

行っていないと言うより、取り組みを知らない方に○をしたら良いのですが、すべてではないので一応行っていないに○をし

ました。 

行うのに時間がかかる場合が多く、めんどうくささが先に立つ。 

毎日朝から仕事があるため、忙しいのであまり出来ません。これから気を付けてします。 

老化のため歩行困難。 

普通の日常生活には、あまり関係ないように思います。 

時間がない。 

必要性を感じないため。 

量が少ない。 

自家用車がないため行けない。 

それぞれの品別を持参して行く所が近くにない。 

時間がない。 

手間がかかるので。 

必要としなかったから。 

取り組みの方法がわからない。 

子どもがいていろいろな事に取り組みをする余裕がない。 

忘れてしまう。外出しにくい。 
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時間に余裕がなかったり、詳しく内容を知らないため「いつか・・・」と後回しになっているため。 

家庭環境。 

今までの習慣でこれから実行していきたい。 

具体的な取り組み方法がわからないことがあるから。 

情報不足。 

面倒だから。 

項目により理由が異なる、また、不要な項目も含む。 

理由なし。 

常に持ち歩く、手続等が面倒である。 

不明。 

老老介護での男世帯の切り回しでただいま勉強中です。戸惑うことも多いですがご近所の協力も得て取組を増して行きた

い。身近なとこから取組を心がけて進めていきたい。 

高齢なため。 

特になし。 

面倒くさいから。 

ごみは出るものと思っている。 

役所と住民の考え方により違う。 

現在必要としないので。 

体があまりよくないので。 

クリーンセンターまでの行程が遠いので広報とよのに同梱されている環境だより（環境特集号）、森の泉はよく目を通してご

みに対する考え方を勉強しています。 

我が家には必要でなかったり持ちこみが大変だったりで。 

面倒である。家族の人数が少ない。 

仕事が忙しくて時間がない為。 

手間がかかるので。 

取組の仕方方法を知らない。 

ごみ等の相談窓口が不明確。 

現実的でない。 

特に関心がないのでごみとして出している。 

それぞれの項目により理由は違います。 

特に理由はない。 

家族は私のみの為量的に非常に少ないので。 

知らないのと必要がない。 

関心がない。 

当てはまらない（必ずしも）。 
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ごみの減量には取り組んでいるが、これ以上の事はその後の課題である。（忙しい）。 

めんどう。 

特に理由なし。 

めんどう。 

パート勤務をしていて時間に余裕がないです。 

時間がなく、めんどうだったりして行っていないことが多い。 

７０歳を過ぎるといろいろな事をするのがおっくうになりだした。 

共働きなので家に回収に来るものは利用できる限り利用するが、自分で持って行く余裕がない。 

体がよくない。 

ごみの減量、資源化は必要と考えるが、効果があるとは期待できない。 

手間がかかるため。 

一人分なので、少ない。家で処分。 

時間の都合がつかない。 

めんどうだから。 

やり方がわからない。 

手続きなどが面倒。 

時間がトレイない。 

特になし。 

開催されていることを知らない。場所が遠いので行くことができない。 

特に理由はない。 

面倒な場合が多い。 

店がない、生活で必要ない、時間がない等。 

関係ないものです。 

利用方法の理解が十分でない。また、現状では必要としていない、等々で行っていない項目がある。 

取り組みを知らない。または知ったときの時間都合、その他の理由。 

出来る事からしているので。 

自分の現在の生活にあてはまらない。以前からシンプルな生活を心がけている。 

面倒なので、つい怠ってしまう。 

体力がないので参加できない。 

したくてもできない項目が多数あります。食品トレイは今後活用したいと思います。 

食料品、日用雑貨など生活協同組合で宅配の為店舗などにほとんど行かないため。 

面倒だから。 

今のところ必要がない。 

わからないことが多いです。 

不在がちなため。 
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仕方がわからないし面倒だから。 

面倒だから。 

今のところ私（母親）の仕事としてごみ出しをやっている。外出がままならず、指定場所まで行くことが困難。 

出来る限りの事はしているが、労力に対して効果が疑問と思う事はしない。 

外食は殆どなく、必需品のみ購入のため。 

個人ではやること、できることに限界があると考えている。ましてや高齢化社会に向かっている中だ。もっと根本的に全て見

直すべきだ。 

分別ごみとして廃棄するなど自分の出来る範囲で取り組んでいるから。  

取り組みを知らない。回収や処理機の利用は持ち込みが面倒なので行っていない。 

気がついた時にはしようと思うが、なかなか行動にうつせない。 

よく分からないから。 

車に乗れない。 

補聴器をつけても話が聞き取れない。 

働いているので自分だけでできることしか（忙しいこともあり）実践できない。 

区分の種類が多すぎる。 

行政側からの情報には出来るだけ積極的に取り組むように努力している。 

夫婦共働きで少々余裕が無い。 

あまり情報を知らない。 

時間的な余裕が無いため。 

めんどう。 

めんどう。 

取り組み方がわからない。 

取り組みの方法がわからない。 

家にいてできる事はしているが、わざわざ足を運ぶものはしていない。 

時間的に余裕がないときなど。 

不必要又は効果（減量）がない又は少ない。 

とよの等を読んでいる。 

高齢夫婦世帯で、医者通いや健康を維持する為の運動を優先して、出来る範囲の取り組みしか出来なくなっている。 

無関係の質問もあった。一人では参加しにくかったり、お金のかかる事は家計を考えながらなのでできない事があり。 

最小限にごみを出さないよう努力している。 

手間が掛かる。面倒くさい。 

教室等の参加も無理ではあるが、自分でできる事は行っている。 

町の回収日に出せばいいかなと思って、行っていないことがあります。 

億劫だから。 

忙しさ。 
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情報がわからない。 

量が少ないので。 

必要がなかったり、機材を持っていない。参加が必要な物には時間が取れない等の理由。 

外食はほとんどしません。出来る事はすべてやっていると自負しています。 

あまり情報を知らないので取り組めていない。 

老齢の為中々出向くことができません。ただ、ごみの処理方法のテキストに従って一生懸命努力しています。 

子供が小さく手間がかかることは避けてしまう。 

実践するタイミングがなかったため。 

やり方を知らない。 

日常生活に取り組みが不必要。すでに取り組む必要がない項目。 

面倒くさい（脚が不自由）。 

必要ないと思っている。 

面倒くさいので。 
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取り組んだら良いと思うこと 

①  取り組んでいること ：  80 件 

ペットボトルのドリンクをなるべく買わない。 

生ごみはほとんど畑にもっていき堆肥にしている。 

リサイクル品の利用、又はリメイクして楽しんでいます。レンタル用品の利用、保管しなくて家が片付くので良いと思う。 

雑草などはいったん乾かして土も落としてからごみに出す。 

魚の骨等は植木の根元に埋め肥料としている。ペットボトル入り水は買わない。PE・PP・PSのプラスチックが多いと思われ

るが、家電リサイクルを推進しているパナソニックに売れないか？ 

生ごみの水切りは、水分を今よりしぼる、少なくとも大さじ２杯分は絞れると思います 

落葉や雑草を可燃ごみとして出さない。全て畑に埋めている。 

適量購入を心掛け、材料を余すことなく食す。 

不要なものは購入しない。必要最低限のもののみ。 

新しく買替する時古い物を店にて処理。 

植木、樹木の剪定枝葉のチップ処理。 

食べきれる量の料理しか作らないようにしています。買いだめするのではなく、なくなってから買うように心がけています。 

枯葉をたい肥にしている。 

庭の雑草や剪定した葉や枝はごみに出さずに土に返している。 

生ごみ処理機の積極的な利用。使い捨てを極力しない。 

メモ用紙はチラシの裏を利用するようにしている。プリンターの使用済みインクは、電気店等のリサイクルボックスに持って

いく。 

ごみが出ないように、極力、物を買わない。 

生ごみコンポスト等の利用。ごみ箱（大型）に土を少し入れ生ごみを入れ、また、土を入れ・・・と、土と生ごみをサンドにして

堆肥作りに利用している。 

古着を買う。 

子供が使わなくなったものをほかの子にあげたり、他の子のおさがりをもらったりして使えるものは無駄にしないようにして

います。 

生ごみ処理機を利用しているので減量になっている。 

生ごみの一部を庭の草木の肥料にしている。 

食用廃油は庭の畑に埋めるようにしている。 

ごみの分別をきちんと行うこと。 

必要でなくなった物を他人に使ってもらう。 

必要なもの以外は買わない。 

必要なものかどうかよく考えて商品を購入すること。寿命尽きるまで大切にものを使うこと。 

買わないこと。 
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生ごみは、コンポストに入れて肥料にしています。 

使い古した Tシャツ等は、小さく切ってフライパンやお皿の汚れを落としたりレンジまわりを拭いたり、床を拭いたりしてい

る。 

水切りは、流しで水切りかごでやっている。もっとするなら遠心分離機でやる。 

庭の草や、咲き終わった株など、2、3日干して乾かしてから袋に入れてます。 

コンポストや処理機は使用せず、生ごみを庭の土中に埋めたりしています。米のとぎ汁を植木やプランターの野菜にやって

います。雨水を容器にとって庭に散水したり、トイレの洗い水にも利用しています。太陽温水器を使って夏場のガス代（燃料

代）は 0円です。風呂の残り湯で洗濯をしています。 

食用廃油は吉川支所に持参している。 

生ごみは小さな畑に埋めている。（ごみとして出すと猫に袋を破られるので昔から出していない） 

生ごみは土に埋めている。 

大型ごみや不燃ごみは有料にてクリーンセンターに持ち込む。 

紙類を集めておき回収日に出す。 

野菜の生ごみはほとんど畑に持っていきます。 

植物の根や葉、生ごみは畑に入れる。油は使い切る。 

庭木の剪定した葉や木は必ず庭の空き地埋める。生ごみは必ず水分を切り雑草は土を取り、一週間くらい乾燥させ減量に

努める。 

雑草などの植物ごみをできるだけ天日乾燥し、土落としをする。 

カップ麺やヨーグルトの紙包装品を洗ってリサイクルに出す。（実行している。） 

古切手、書き損じはがきは寄付してます。（アジア協会へ） 

コピーインクのカートリッジのリサイクル、友人（近所の）とのリサイクル品のやりとり、ダイコン葉などの使用。（細かく切って

冷凍して、ねぎなどの代わりに使用。） 

コンポストの利用。 

雑草、落葉は穴を掘り処理をするよう努めている。 

自宅周辺のごみ拾い、雑草取り。 

生ごみの水分を切る→水分をつけない努力をする。例えば、玉ねぎの皮は、水切りに入れずそのままごみ箱へ、茶がら

は、茶と袋に分け袋だけ可燃ごみへ、茶は庭に埋める。水分のあるものは乾かしてからごみ箱へなど。 

雑草、落ち葉は乾燥させてから出している。 

食品トレイ等の店頭回収に協力したり、不用品を業者に出したり、ごみの分別を熱心に行っている。 

古布は雑巾にして再利用している。 

庭の草など自分で穴埋めし処理する。（ごみとして出さない。） 

不要な物は買わない。 

必要ではないものはなるべく購入しない用にする事。 

コンポストの利用。 
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新しいものを購入するときに、先で使わなくなったらどうなるのか（粗大ごみになるのか、リサイクルできるのか etc）を考え

て購入する。 

我が家の場合、生ごみ処理機を使用することにより、可燃ごみ、生ごみは週一回しか排出していない。 

余分に物を持たないこと。 

綿衣類（肌着、シャツ等）は小さく切り、まず雑巾にして使う。 

どうしても必要な物以外は購入しない。現在、家にあるもので工夫をして済ます。節約第一の生活をする。 

買物のレシート、メモ用紙、包装紙等、紙類は全て雑紙として紙類で出している。 

箱物は極力買わない。 

詰め替え式商品を買っても同じようにごみは出るので大容量、大袋のものを買って詰め替えている。 

古布を小さく切って掃除用に使用、ティッシュペーパーの使用も少なくて済む。（台所の油汚れも洗剤の水が少なくて済む） 

生ごみの水切りは毎日行っています。各家庭でも取り組んでほしいです。庭の草なども、少し日に当てたら随分少なくなる

と思いますが。 

水分を含んでいるごみは干してからごみ袋に入れている。 

物を買わないこと。 

なるべく要らない物は買わない。・・将来ごみになる事を考える。 

スイカの皮または魚の頭・骨等は土を深く掘って埋める。 

プリント（配布物）やコピー用紙の裏紙利用。 

詰め替え品のある商品は、なるべく使用する。果物の皮（コーヒー、紅茶、日本茶等）は庭に埋める。（土がホカホカになり

ます)プランターでも花や野菜が作れます。 

安易に物を買わない。 

整理整頓をして余分に購入しないようにする。 

衣類を再利用するために、リフォームして着ている。 

できることはする。 

牛乳パックで肉、魚を調理、水・洗剤の使用を抑え下水の浄化になればと思い実行している。 

カラスや犬、ねこに荒らされないように注意していることくらいです。 

お風呂は続けて入る。賞味期間が少しぐらい切れていても捨てずに食べる。 

ごみは人数が減ったため半減しました。庭の草引きをした後のごみは大量ですがなるべく乾かしてごみに出しています。ご

みは近所でも減っているように感じています。 

② ご意見ご提案 ：  94 件 

生ごみの処理を改善したいと思っています。 

生ごみの処理に生ごみ処理機を利用。ごみに対する意識も変わると思う。 

太陽光発電設置に全住民が取り組んだらいいと思います。休耕田や空いている畑を町民に貸して欲しい。 

光風台３丁目に住んでいるので、食用廃油の回収拠点をもう少し近くにしていただければ助かる。 

土に生ごみを埋めるなどして堆肥にしたい。 
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生ごみに紙類が多く入っていると聞きますが、町内で老齢化が進み、つい邪魔くさいからと言ってごみとして捨てる。これら

は、広報を通じて根気強く知らすべきである。私はどんな小さな紙でも新聞紙の中に入れて紙類として出しています。 

生ごみのたい肥化について行政から補助金が出るか、安い価格の機械があれば利用できる。→農作物には特に有効・生

ごみの水切りの徹底。 

一人住まいになった人（男性）がごみの出し方に非常に苦労しておられました。 

生ごみは庭に埋めていたが、年齢的につらくなった。箕面市のように生ごみを肥料化して販売してはどうか。 

家にあって、今は着ないものをリフォームする講習会を実施すると良いし、ガレージセールや物々交換や格安で販売して使

えるものは使う。 

紙類を月曜日と木曜日の可燃ごみの日にたくさん出している家庭を見かけるが、めんどうくさがらず「チラシ」と一緒に出し

たらもっと少なくなると思う。何でもごみの日に出したら終わりと思っている人が多すぎる。 

食品等世帯人数が少ない人のための個分け等をお店側が徹底すれば随分と無駄な買い物をしなくてすむし経済的に良

い。 

粗大ごみ（家具）などを時々お願いするのですが、依頼人の同意があればリサイクルとして公募などされてはどうでしょう

か？あと高齢化も進んでいる町でもあり搬出するお手伝いも少しは考慮されてはどうでしょうか。 

いつもごみ収集にご苦労なこと感謝しておりますが、私もできるだけ分別しています。主婦は忙しいです。でも気持ちです。

できるだけ努力いたしましょう。高齢者が、と笑われますか。この時代は包む材料がいろいろとあるので包んで売るほうも考

えてもらってはいかがでしょうか？ 

ごみ袋はいつもスーパーで購入していますが、豊能町指定の有料ごみ袋を作り、使用するよう推進していけば町の財源に

もなりませんか？ 

他の国や地域のごみ対策でよい実績、または見本・手本となるものを検索し情報を流してもらう。 

特にありません。思っていたことは欄に書いてあったからです。 

人口が減っているにもかかわらず比較の数字が出ていない。一人当たりの比較表があれば理解しやすい。家庭ごみが大

きな原因なのか事業所ごみなのか理解できない。 

取り組んだらよいと思うことは、マイバッグの持参（レジ袋拒否）、適量購入を心掛ける（余分に購入しない）、リターナブルビ

ン入り商品の選択・返却。 

食品トレイの使用や菓子等の内容物、個々包装など過剰な包装を制限する施策が必要。 

不用品の引き取りがない。 

生ごみだけを集めて、微生物に分解させて、コンパクト発電や堆肥に利用できたらいいと思う。（ドイツが行っている） 

特にありません。 

必要ないものは購入しない。 

他所からのごみ捨て。管理体制の充実。 

分別の細分（今の容プラ回収は大ざっぱだと思う） 

紙類の分別が少しわかりにくいので、もう少し宣伝してほしい。例えばダイレクトメール、ノート、ビラなどがわかりにくい。 

電球、蛍光灯の出し方で、割れないようにダンボール箱に入れて出すやり方では処理場で分別の手間がかかるのではな

いか。 
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ダンボール、新聞の時にひもで縛って出せないような小さな紙箱、紙切れなどは燃えるごみに入れているが資源ごみには

ならないのか？ 

別になし。 

コンポストや生ごみ処理機の利用（生ごみの堆肥化）は依然行っていたけど今はできない。問いは違いますがごみを出すと

き白い袋でないといけないので、店でレジ袋を買うと 5円でした。また、ごみに出す袋代は、300円くらい必要です。川西の

イズミヤ、ダイエーなどはレジ袋を無料でたくさんくれます。 

剪定枝を生ごみの日に出す人が多い。剪定枝の収集が別途あることを啓発しては？ 

菓子箱・パックや菓子袋など 4～5㎝の大きさに切っていますが、ビニールなどの再利用には切断しないほうがいいのでし

ょうか？ごみ袋でコンパクトにまとめるときは小さいほうがまとめやすいのですが。 

ウェブ対応行政の推進。ICTの利用。自然水流を利用した水流ポンプでの真空乾燥。 

豊能町には電池やインクカートリッジなどの回収箱がなく、他の市町村に行ってリサイクルなどを図らなければならない。削

減しようと思うのであれば行政も回収箱や何か工夫をしてください。 

犬を飼っている人は「フン」の始末をもう少し気を付けてほしいです。 

水道水の節約で、雨水の植木への水やりの方法を広報で紹介してほしい。 

今マンションに住んでいるが、ディスポーザー処理ができない。H18年にキッチンを入替た時にそれがわかったため。食用

廃油を拠点回収施設に持参するのは車等がないため、持って行けない。ごみに関する情報を行政に提供については町広

報にもっと詳しく教えてもらった方が、協力がしやすい。 

トレイ等の店頭回収を徹底する。 

コンポストの作り方や利用方法の教室の開催。 

企業側の包装の工夫。 

紙類は、子ども会に出しておりますが、缶、ビン等お金になるものは、子ども会、NPO等に回収させてはどうか。 

金額にもよるが有料化もやむをえないと思う。以前、秋の農業祭で配布されたプラスチック製の水切りジョーゴのようなもの

を配布されたが、あれは使えない。ムダ！！  草引きの土をよく落とし、乾かすように落ち葉等気をつけている。 

生ごみを燃料とする発電の効率を上げるため良質な（水分の少ない）ごみを提供すること。 

ごみの有料化。 

お願いです。廃油の事だが支所まで歩いて持っていくのが非常に大変だ。日曜とか土曜なら家族に持って行ってもらうが

支所が休みで、ついキッチンペーパーにふくませて捨てる事がある。支所まで距離があり困っている。せめて土曜日に利用

できたらと思う。 

ごみの減量についてはできるだけ減らそうと考えている。 

リサイクル意識の向上。（住民に向けて） 

水切り運動の奨励と促進。資源ごみを毎週、集める。（月一回では保管せず、生ごみと捨てる人がいるのでは。） 

ボタン電池の返却を受けてくれない。行政で指導願いたい。 

小規模のフリーマーケットを数多く実施する。不用品の回収システム。 



30 

 

以前、レジ袋等は石油の不利用（廃棄）部分で作られている。とか、再生するための物には、余計にエネルギーが使われる

というのを聞いたことがあるが、どうなのか？食品トレイは本来、店頭回収に持参すべきならもっと徹底したほうが良いと思

う。 

不用品回収利用の方法を、今少し、広げたいと思っています。 

調味料は基本のものしか使わない。だししょうゆ、ドレッシング、○○○の素などは買わない。 

役所はすぐ予算がないといわれるが、そうではなく住民がやれることがあり、予算関係なく出来る事は多くある。 

生ごみの水分を切る、エコクッキングの実践（食材使い切り）、コンポストや生ごみ処理機の利用（生ごみの堆肥化）を特に

重視しております。 

食用廃油を拠点回収施設はよく使います。昔、公民館にて石鹸つくりを教えていただき、今も実践している。 

商品のトレイ使用は、不純物の投入などの懸念からと思うが、過剰包装はやめてほしい。ビラ配布に体の不自由な人が参

加しているのを見ると資金の一部かと考えさせられます。生ごみをいつも古新聞に包んでいるが、この方法がいいかどうか

わかりません。 

ごみではなく資源としてすべてを再成利用できるような機械の発明。 

古着などを自治会館（支所）などへもちこみ、欲しい人が勝手にもって行くというのはどうか？娘の保育所ではダンボールに

子供の服を入れ好きなようにもって帰れるらしい。 

今のところ取り組んでない。 

物を大切にする心を養う。 

容器包装や包装紙（化粧品）は、非常に少ない時は可燃物と一緒に入れても良いのではないか。 

大型ごみの出し方についてですが、階段の家だと、下にもって降りることができない場合のサービスがあればと思います。

（69歳）。 

芯なしのトイレットペーパーなどの利用、固形石鹸の利用。 

売れ残り食品の増加等は生産者の自由競争によるものか？ 

資源ごみと可燃ごみの分別の徹底。 

今は特に考えていないが、今後は取り組んでいきたい。 

不要な植木の撤去により落ち葉等のごみを減らす。 

生ごみは、家でもっともっと少なくならないかと気を使っている。 

ごみの減量、資源化には日々気を付けています。この問題は、気を付けている人と、していない人の差が歴然としているよ

うに思います。大量のごみを、毎回、台車で運んでいる人をよく見かけます。いずれは、ごみ袋の有料化も必要と考えま

す。ごみステーションや掲示板にどれくらいのごみの量が出されているのか、減量（今は微増）されたか、など告知されたら

いかがですか？（時々ごみのことが書かれたチラシを見ます。）講演会等も必要だと思います。個人の意識を上げることが

できたら減量は進むと思います。 

特になし。（よくまとまっています） 

食品のトレイなどは、店舗に持参すれば可と思う。 

近隣地域で物々交換。気軽に不用品を出し、自分には不要でもほしい人にすぐに渡せるシステムがあればよいと思いま

す。 
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リサイクルの推進。(情報板、ショップの利用) 

リサイクルの催しを定期的にやっていればよい。 

金属のリサイクル回収。（現在は空き缶のみの為） 

自治体によって排出する場所が異なっているようですが、現在行っている自宅前に出す方式は、ありがたく思っている。 

容器包装プラスチック類の回収時、透明または半透明の乳白色のごみ袋でないと回収されない時があるが、レジ袋でも中

が判明するくらいの他の色（例：うすい茶色、青色など）位なら、半透明や透明に厳しく分別しないでもよいのではないかと

考える。なぜなら、ほかのスーパーの買物袋でも、半透明の袋でなければ、捨てることになり、新たにごみ袋を購入するの

はもったいないし無駄であると考える。 

子供会の廃品回収に協力したらよいと思います。 

不用品のリサイクルショップ等への売却は運転ができなくて実行できないので、町で何かの方法を考えて下さい。（解体等

してごみとして出している） これから高齢化が進むのでごみ屋敷が増える可能性があるので是非考えて下さい。 

ごみ袋の有料化。（分別、減量につながる） 

アルミ缶等は売却して町で収入として還元すれば良いと思う。 

スーパーや生産者の方に問題があると思う。豆腐の容器など便利になればなるほどごみが多くなっている。 

家庭内の不用品（未使用の物）の活用。（バザーなど） 

たまごのパックを別に集めるのはどうでしょうか。本のリサイクルをしてはどうでしょうか。 

生ごみの水分を切ることを一番に頑張ります。ほんの少しの心掛けですね。水切りの大切さも声を大にして住民に伝えて

下さい。 

中高年男性の意識改革。 

生ごみは、なるべく庭の肥料にしようと思っている。しかし、それもあまってくるので町で大きな生ごみ処理機があって、誰で

もそこへ持って行けば、堆肥などにしてもらえるならよいと思う。（料金がかかっても良い）これから水切りをしっかりしたいと

思う。 

ごみ袋の有料化。 

可燃ごみは住民に影響しない範囲内で、自己負担で焼却してはどうか？特に農業より出るごみ等。（枯草等） 

粗大ごみの回収をもっと便利に。 

古書の売却。 

ごみ回収車での水絞り。 
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ごみの出し方問題点・課題 

① 分け方・出し方について ：  56 件 

なぜ？生ごみと可燃ごみを一緒に出すのか？分けたらもっと水分量が減りませんか？ 

紙類の分別がむつかしい、新聞紙以外の包装紙や雑誌、チラシなど（ダンボールはわかりやすいが）、容器包装プラスチッ

クの汚れ又はラベルはどの程度除去すべきか？ 

容器包装プラスチック水洗いをして簡単に汚れがあるものもあれば、そうでないものがあります。汚れが落ち難いものはど

うしても可燃ごみに出してしまいます。 

庭木の剪定後、ごみ袋に入れて出しているが、剪定後、乾燥させて袋に入れて出せば、重量が下がるので、今後、そうした

いと考える 

ごみの分別が大変難しい。もう少しわかりやすい表がほしい。 

市販のごみ袋が薄くなり、また、中が見えやすくなり二重にせずにはいられない時があり、悩んでいます 

ごみの出し方がわからないのか、間違った出し方をしている方を時々見受ける。出し方についての広報を徹底してほしい。 

ビニール袋とクリーニングのビニールの差。クリーニングのビニールは可燃と聞いてますが何故ですか？洗って再資源、ご

みに出すときどこまで洗うのか？ 

再生可能な包装品は分別して出す 

中身が分かるように透明の袋というのは理解できるけれど、家庭には色のついた袋が無駄に増えて→容器包装のごみを

増やすことになっている。 

家庭ごみ中の紙は、紙袋に入れて回収も OKにし、細かいごみも回収すれば減となるかも 

袋にごみを入れて出すことが減量になっていないのでは。袋、ひもなどの重量もばかにならないと思う。良い方法を考えてく

ださい。 

物によっては、わざわざごみ袋に入れないと引き取らない 

食品のごみと日用品等のごみを分けて出しては？ 

分別や扱い方を越えた不要物の廃棄がよく見られる 

生ごみについては、行政での取り組みが必要と思う。コンポストで肥料にしても利用が困難な家庭が多い。 

ダンボール箱や紙類を雨の日に出しても大丈夫なのか？回収してドロドロにするからですか？ 

水切りはすぐ出来る事。簡単でこれなら可能と思われることはぜひ広く知らせてください。 

不燃ごみで、例えば車のオイル缶（高さ 40ｃｍ直径 30ｃｍほど）を出すとき、一つ一つビニール袋に入れないといけないが

「不燃」と書いた紙を貼って出せたらいいと思います。ビニールがもったいないと思います。 

分別が多くてよく間違う 

分別の数が多く、また、出し方が色々で分かりにくい。 

木ごみはチップ化して配布とのことですが、これだと病害虫がついたままになるのでは？昨年、可燃ごみを有料化する場

合のごみ袋の値段が町の HPにありましたが、他所と比べて高いのではないかと思いました。 

ごみを出した後鳥がつついてそこらを荒らすことがあります。なるべくポリバケツに入れ、出すようにしてほしいです。 

分別の数が増えると置き場所がない。 
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①水切りが面倒ですが、生ごみ溜め器の底に、古新聞などたっぷりとすぐに吸う様に敷いています。②カラスや猫が、油物

が好きなどで、それだけは 2重 3重にして、しばって混ぜています。 

プラスチックごみを圧縮できるものであれば良いと思う 

資源紙類等は、雨水に濡れたり、長い間置いていたため、カビたりする場合は、可燃ごみに出します。容器包装が食品や

油で汚れている場合は、可燃ごみで出します。洗ってまでしません。歯ブラシなど。 

食用廃油の取り組みが住民に見られない。集めやすいように考えてください。ごみの中身を見えるようにしてはどうか。 

分別が少し複雑だと感じるときがある。 

ごみの量に応じて袋を決めて出せばいいのに４５ℓのごみ袋で出されている人が多い。２０ℓの袋でいけそうなのにといつも

思う。 

「生ごみの水分を切る」に関して、具体的な方法を広報等で知らせてください。私も常識的には水分を切って出しますが、こ

れ以上徹底したやり方があれば教えてください。 

生ごみは土に埋め肥料にすればよい 

紙類について。ポスティングされた紙でいらないと思うものをすぐごみ箱へ捨てて可燃ごみとして出している。紙類が月 1回

なので置いとくのがめんどうくさい。 

シュレッダー処理の紙は再資源化してほしい。郵便物、書類など個人情報にかかわる紙は細断している。（可燃ごみとして

焼却処理） 

不燃ごみの識別が難しい。蛍光灯は箱のまま出してはいけないのか？袋に入れるのは長いものなど難しい 

容器包装以外のプラスチック（例：バケツ、タライなどの破損品）の回収日が不明 

容器包装プラスチックの回収を毎週行ってほしい。第 5週がないゆえに可燃ごみに入る場合もあるのではないか 

分別区分が多くわかりにくいのではないか？特に高齢者には。 

ラード入りの液体スープや油ものの袋は洗ってもトレイないので、仕方なく可燃ごみに出している。 

ごみを分別する場合どれに当てはまるか、迷う時がある。皆ちゃんと分別しているか疑問 

シュレッダーにかけた紙は資源ごみとして出せないのでもったいないと思う←出せるのかな？ 

空き缶等ビニールに入れるのではなく、カゴに入れて回収してはどうか。ビニールもごみになると思う。 

食用廃油の回収施設を増やしてほしい。 

剪定くず、雑草を乾燥させて可燃ごみとして出せば軽量化になるのでは。可燃ごみの中には容器プラスチック・紙等資源ご

みの混入があるのではないかな？ 

新光風台のごみを出すのが遠すぎて大変だ。みんな家の前に出すようにしてほしい。 

分別の仕方が難しい 

プラスチックのごみの選別がわかりにくい。汚れたプラチックのごみは生ごみとして出していいのか？ 

紙類はなかなか分別がしにくい。ついつい可燃ごみ（生ごみ）に入れてしまいます。 

食用廃油の回収をスーパーにも設置してほしい。買い物のついでにできるので手軽で忘れなくできる。 

プラスチック製の堅いおもちゃや歯ブラシ等は可燃として排出できるのになぜビン類（コーヒーの堅いフタなど）やプラスチッ

ク製の堅いフタは可燃ではなくプラスチック容器包装類として出せるのか常に理解に苦しんでいる。（機会あれば広報誌な

どで教えてもらえれば・・・と思います） 



34 

 

プラスチックを捨てる時、容器プラに該当するか、可燃ごみで捨てるか迷う時がたびたびある。もっと詳しい情報がほしい。 

半透明の袋が指定されているが、その中に入れているのは不透明のビニール袋なのでわざわざ半透明のビニール袋にす

る必要がないのでは？ 

調査結果で可燃ごみの中に容器包装プラが混入しているが、汚れている場合は可燃でいいのでは？ また、紙類で住所・

名前が印刷してある場合、細かくして可燃に出している。 

包装容器の分別法と他のプラスチックの分別法が充分に出来ていない点。 

プラスチックが不燃ごみかどれになるかわからないことがある（まよいます）。 

木の枝、ダンボールなど、ごみに出しにくい物の回収に工夫がほしい。 

②  収集について ：  14 件 

ごみ出し形式にステーション方式戸別収集があるが、戸別収集にお金がかかるのなら平等にすべてステーション方式にし

てほしい。地域によって収集の仕方が違うのは納得いかない。 

可燃ごみの回収日を今の（火）（金）から（月）（金）にして欲しい。 

生ごみのカラス対策用にプラケースを使用していますが、回収者の方はプラケースの蓋をあけっぱなしが多い。 

年齢が高くなるにつれてステーションまで持っていくのがつらくなっている。レジ袋が使えない袋がもったいないと思う。 

回収時刻が定まらず困る事が多い。 

収集するごみの中で分別せず毎回たくさん出す家もあると思うので収集する方が判断し、イエローカードを出す必要がある

と思う。 

月 1回のカンの回収日を月 2回位にしてほしいです。 

5週ある月は毎週プラスチック（ペットボトル）の回収してほしい。 

集収場所に分別せずごみを出す人がいる。 

雑草、花、落葉を可燃ごみと別に回収処理できないものか。 

月の 5週目のプラスチックペットボトルの回収をしないことが、可燃ごみに回ってしまう要因になっているのではないでしょう

か。 

今現在、生ごみはほぼ週一回のペースだ。週二回となると多いのではないかとも思う。 

ビンの回収は月２～３回にしてほしい。 

ごみ箱のフタをしめるか、上に乗せてほしい（回収後）。 

③  その他 ：  189 件 

できるだけごみを出さない生活を心がけている。そのためには余分な物を購入しないようにしている。 

カラスの被害があり苦痛である。自分はネットを使用して予防しているが近所にしていない人がいればごみが散乱し風で飛

んでくる。 

生ごみはビニール袋に入れ大きなバケツに入れふたをし、1か月程度すぎると完全に腐るのでそれを庭の花のそばに埋め

るととても肥料になる。コーヒー豆のかすは草花に良い肥料になる。 

コピーした用紙がたまってしまう。裁断機（助成金は出ないでしょうか）で処理できれば資源ごみとして出せないかと思う。 

計算上では 1日 780ｇのうち生ごみ 33.5％＝216.3ｇ、このうち水切りで 16％減少させれば 41.8ｇ減少できますよね。1年間

で 15㎏減につながります！ぜひみんなで取り組みたいです。 
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紙、ダンボール、布類について、自治会（子供会、老人会）が取り扱っているものと町が集めているものとがあるがどう異な

るのか（町の負担＋-） 

年に１～２回の回収忘れがある。 

町指定のごみ袋を配布希望、足りない時は購入等、ごみ減量につながる。カンもビンのようにカゴで出すようにしてほしい。

紙類が多いので箱、包装など出し方を提案してほしい。 

容プラ、ペットボトル回収の時、ネットに入れていたのですが、ネットごと持っていかれた時はショックだった 

各家庭の前にごみが出せてありがたいです。年齢がいってくると重たい袋を出すのが大変です。今後とも、協力できること

はやっていきます。 

水で洗っても汚れの取れないトレイ等は生ごみに出させてもらっています。適量購入を心掛け食品廃棄はしない。 

ダイレクトメールが多いですね。あと、チラシもポストに毎日のように入っています。 

捨てる傘等の長いものは袋に入れ難い。縛るだけで引き取れないか。 

容器包装プラスチックの中に栞の小さい包装もいれていますが資源になるでしょうか？細かいことが判りませんのでもっと

詳しく教えてほしいです。 

ごみ出しの袋を限定（透明 or白の半透明）することで、かえってごみを増やしている。わざわざ購入したり、外に見えないよ

うにチラシや新聞で覆うから。 

昨今、有料化とか厳しいようですが、税で賄うのであれば入るに金を使うほうが得策。出るに（山野に廃棄）使用は、膨大な

時間と税が。それでも更なる自然破壊が・・。 

できるだけ分別して再生してごみにならないように使う。 

家の前まで、ごみを取りに来ていただいてありがたい。戸建ての場合、土に返す努力をしたいです。 

簡単に分別できるよう商品自体がもっと簡易包装するべきだと思う 

出かける時ご近所に迷惑をかけるのは申し訳ないですから二回分三回分を一度に出すことが多いのでその時の量だけで

判断は困ります。 

生ごみ回集が週２回されてる事が大変有難く思っています。 

光風台から多田に出る道路にごみをすてる人がいるがごみ有料にするともっとこみがふえるのかな。 

ムダな買物はしない。プラスチック容器（トレイ）になるべく入っていない食品を買う。 

豊能町周辺の行政は分別していない所も有り不公平感が有る。 

家族の病気や都合などででき合いの物を買ってきたり食べたりすると適面プラスチックごみがふえる。 

個人の自覚次第。 

きっちりと分別している方、あいまいな分別の方がいる。 

大型ごみの個人持ち込み（処理場へ）を認めてほしい。 

カラスや猫防止のためごみ袋で出すのですが、ふたを開けて回収後、そのふたをしておいてほしい。 

無駄なほど（袋を）薄くするのはどうか？スーパーの袋、2枚必要なら逆効果。ガムテープで補強したり、工夫しています

が。 

今更であるが、豊能町のごみ回収の最後までの流れが、私個人としてしっかり把握できていない。焼却炉がどこでなされて

いるのか？年間、どのくらいの費用が税金で賄われているのか？ごみを減らすことへの実感が直接的に伝わってこない。
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いくらかかって税金の何％を占めるのか？たとえば大阪の方ではごみ分別にうるさくない地域もあり市区町村でなぜ差が

生じるのか？など。ごみの量が重さで量られているのを初めて知りました。それが水分も含めての重さを量りごみ処理をど

こかに委託しているのですか？落葉はごみとしてしか処理できないのでしょうか？ごみ減量・資源化の取り組みがこれに係

る費用の削減であるなら、ごみ収集の有料化を（物によって）検討してみてはと思います。お金が絡んでくるとみんなの意

識も高まる気がします。 

容器の中をきれいにする為水を大量に使ってしまいそうでどっちがエコになるかと思います。 

収集日をまちがえていたり、当方も転入の際分別の冊子を頂いていなかったり、もう少し徹底できたらと思います。 

生ごみよりもビニールごみの量が多い。スーパー等食料品店の指導を強化すべきと考える。 

特にありません。。豊能町の環境課の方にはとても良くしてくださっていて常日頃感謝しております。 

草やコケを抜いてごみとして出す場合どうしても土が多くつくのが、気が引ける。乾かしてからふるい落とすべきです

が・・・。 

人数が多いので基本ごみの量は多いです。ですが、自分たちが出来る事はなるべく協力しようと思っています。特に豊能

町は出し方がわかりやすいので協力しやすいです。 

ごみ有料化は必要（高額でなくても）。 

水分を切るだけではなく、汁やソース、醤油、漬物などは面倒でもさっと水で洗うようにする。 

ポリ袋や食品トレイ等、過剰包装でごみが増える仕組みが放置されている。 

集団回収の古布類はどのようにリサイクルされているか知りたい。（綺麗な服も選別せずにウエス等にされるのか）。 

野良犬・猫の駆除をしてほしい。 

プラスチックごみに貼ってある紙が気になるのとシュレッダーごみも紙類では出しにくい。 

クリーンセンターを利用する。川西市、猪名川町、豊能町、能勢町のごみの分別方法やごみ袋が統一されていないことに

疑問を感じます。 

リターナブルビンや簡易包装を導入するのは商品を売る側の判断だと思います。お徳用サイズ以外の物は保存状態や強

度の問題がありそうだが、少量の物はどんどん簡素化していってほしいと思う。小さいのにかさ張るごみが多すぎ。 

2人家族のためごみは少ない。 

ごみの分別は面倒だが、時代の流れ、積極的に考えるべき。 

紙類と庭のごみをなんとかしたい。 

毎日出す容器包装プラスチック類の資源ごみの多さを改めて感じます。 

26年度の調査結果は住民がもっときちんと分別しなければならないことを示している。 

１、子供にごみを出さすと外に置いたりふたを閉めてなかったりで、カラスが引きずり出し当番の人が困る。２、草や植木の

ごみを 4,5袋も前に置かれるとごみが出しにくい、横に置くように言ってください。 

現状でよいと考える。他市町の様に紙袋というようなものを用意しなくても（無駄）スムーズに行ける。戸別回収を撤廃しご

みステーションを活用せよ！ 

菓子袋等に入っている小さな乾燥剤はどれに（分別）入れればよいのですか？ 

自宅庭から出る土や草は、周りを山で囲まれている地域なので、ごみとしてではなく自然に戻すという意味で、山側に捨て

てよいことにしてほしい。かなりごみ量は減ると思う。 
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雨の時、ごみ箱に水が入らないようにふたをしています。回収する側もきっちりふたを置いてくださるので助かります。 

植木、草などは乾燥をできるだけ、してから出す。 

庭の草取りした分が重たいですね 

苔の生えた土など不必要になった土を捨てる場所がない 

一人ひとりのごみに対するとらえ方も違っていたり、分別を面倒だと思う人もいると思います。それをまじめに取り組んでい

る人に、これ以上ごみを減らしてくださいというのはいかがな物かと思います。まず行政の皆様がお手本としてやってみて

から提案してください。 

ごみがよく荒らされているのを見るので、出来るだけごみ箱に入れるかネットを被せるようにする。 

日常品でごみ出しできないものがある（傘、こわれた、長さ？）。植木の剪定屑で枝切りしたきり枝が太いと出せない。家に

ごみとしてたまる。 

ごみ収集の現場で働いている方の生の声をよく聞いて協力できることは市民がどんどん協力しているべきと思う。 

意識している人とそうでない人が同じということには疑問を持つ（有料化を推しているわけではない）一定量は有料もありか

と・・・。 

分別は、できるだけやっている。 

生ごみの日のカラス（動物？）が問題。タライを被せている。 

常に消費の無駄を無くす、節約の徹底に心掛ける。 

ごみ出し時のカラス問題、4人が全員働いているため、ごみ出し時にはポリバケツにごみを入れて出勤するが、夜までポリ

バケツが外に出たままとなる。風などで飛ばされる。また、ご近所迷惑になっていると感じている。 

私の住む地域は、ごみの収集ボックスがあり皆さんで掃除当番を決め掃除しているので良いが、一人住まいで高齢者の方

は、収集ボックスまで持っていけない人がいる。西地区のように家の前まで取りに来てほしいといつも思っています。 

問題点はない。以前は、希望ケ丘内の一戸住宅に平成 2年から平成 16年まで住んでいて、その時にきびしい状況でのご

み出し方法や、分別方法を学んだ。 

私たちの区域でも、分別されていない方々がおられます。トレイやペットボトル、再生プラ等一緒にごみ袋に入れて出されて

います。そのごみを持って帰られるので、その方はこれでもいいのだと思ってそのまま出されるのでいつになっても直らな

いと思います。 

他の地域の人が、ごみを捨てに来ているみたいで、ごみの量が多い。 

他から持ち込むことが多い。またビニールなどの不燃性ごみが一緒に入っている。 

特にありません。親切に時間通りやっていただいています。 

少額の有料化にしては。 

折角分別してごみを出しても果たして処理場では、結局燃やしているのではないかとか、有効に資源化されているか疑問

に思うことがある。 

水切りはすべきだと思います。 

水切りは、自分ではやっているつもりだが、どこまで水切りするかわからない。ラップにシールがついていたり、プラにシー

ルが貼っているものも、リサイクルに出しているが、果たして合っているのかわからないが、一応出している。リサイクルで

きないものも出しているような気がする。仕分けする人の面倒になっているのではないかと思う。 
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生ごみ回収の有料化は常識化しているので実行しては？ 

缶は、町の回収前にどろぼうに取られている。町の収入源になっている。もったいない。 

資源化ごみに必要資金と資源有効化資金との有効比率。 

膝の動きが悪く痛むので、新聞紙を結束したり、玄関前へ出すのが苦痛です。 

近所でカラスに荒らされたごみを見ていつも思うのは、生ごみの中に、食品トレイや包装用の箱など分別されていない、資

源になるごみが多いことです。もっと分別しましょう。 

畑の収穫後の株、茎など 1軒で数袋出しておられる家庭については、1袋以外は有料としてもいいかと思いますが。 

回収業者がごみ箱のフタを開けたままにするため、ごみ箱の破損が早い。 

ごみ箱にふたをしないと猫や鳥が荒らすのでふたを止めている。作業員に手間をかけますがよろしく。 

現在十分水切りをして出している人にとっては更に３０ｇを切れといっても不可能だ。現在ぼとぼとのまま出している人にと

っては、３０ｇはお茶の子さいさいだと思う。このアンケートはなかなか分析が難しい。 

今から季節柄、草木が大きくなってきて少しずつ掃除したら、やっぱりごみが増える。出すのが心苦しい。 

ほとんど全てのごみを出せるのに、住民が出し方を知らない。チラシ、広報等での案内があるが、価値観の違いか見えな

い人が多い。 

ますますごみを減量化に努力し、その処理費用を減らし財政負担を抑えたい。 

資源ごみで異素材の組み合わせで出来た容器の分別方法がわからないことがある。マヨネーズやキムチなど洗ってもにお

いの残るケースは資源ごみに出してよいのか？と疑問です。 

台風など風の強い日や大雨の時にごみ箱を外に置くこと（道端に飛ぶ可能性）。 

肉の販売時に袋のみの包装にしてもらいたい。皿は不要。 

資源ごみ回収日に豊能町の回収ではなく他業者が 9時前に回り持ち帰っている。特に新聞、ペットボトル。 

ルールを守ってごみを整理して出す。 

粗大ごみを出しづらくなったので買い替えしなくなった。 

頑張っているつもりですが、自分の家の排出量がわからない。重点項目を絞り込んで町全体で徹底的に取り組む。 

食品のトレイ（プラスチック）等が多い。昔のように紙、竹皮等を採用できれば・・・。 

トレイやラップが油汚れなどの場合、洗剤を付けて何度も洗ってまでプラスチック類に出すべきか、水の無駄にもなるし迷う

ことが多い。 

プラスチック等で小さい物、区別の判断に迷うものなどが意外に可燃ごみに入っているのではと自身感じている。面倒がら

ずに区分したい。（４）1-2に該当するか。 

とくにありませんが、ごみ収集という仕事は毎日町民と接する重要な対応、頑張ってください。 

いつも世話になりありがとうございます。一人暮らしですので、ごみもたくさん出ないので今のままでいいです。 

ごみ袋を注意して出しています。 

袋も使いたくないため 1週間の生ごみ 1回に心がけている 

野菜など量が多すぎ、オアシスで行っている個別売りがいいかと思うが少しづつ改良されていけばいいと思うがトレイの代

わりに紙製品で代替えできないか？ 
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今は制限しています。新聞、広告誌、ダンボール、コンポスト。今度、住民にお願いしてください。今、役場は、お座なりで

す。 

玄関先の回収で大助かりです。我が家は角地の上、風向で全部表にごみが集まり毎日大袋になり気がひけます。 

元来生垣奨励地域であり植木剪定を減らすのは困難。樹木も成長しており裁刈ごみは増加せざるを得ないです。町内幹

線道路樹の落葉は、個人ごみとしてごみ出しせざるを得ない状況です。落葉については袋入れするよりなく負担もそれなり

ですよ。「減らせ減らせ！」は簡単ですよ。減らせない現状把握をもっとするべきでは？ 

毎日生ごみよりプラスチックごみが、多く出るのに気がつく。室内犬を飼っているので、オシッコシートの分生ごみが多く出

ていると思うが仕方ない。 

カラスによるごみの荒らし、散乱、時間がない為、落葉等のそうじができず周囲の方々に申し訳ないこと 

雑誌・広告類は分別して出すが個人情報のある封筒やダイレクトメールは（カード会社からくる小さい広告など）ついついや

ぶって生ごみと一緒に出している。 

参考資料のごみ排出量のうち家庭系ごみの減量は人口減以上に減量になっているのに事業系ごみがへっていないのは

なぜですか？減量化の目標を個人におしつけていませんか？事業系ごみの減量化をはかるべきです。 

まだまだ日（各ごみの日）を違えているのか？わかってか、他から持参するのか、出す日以外に持参する人がいる。 

水切りは一夜袋に穴をあけおいておきます。 

袋に入らないものを出すのがとても大変です。 

カラス対策を考えて下さい。 

回収してもらえるのでなし。 

現状維持が良いと思っています。 

ごみは一切出していません。食事は家でしていません。新聞も購読していません。 

回収日は、時間を気にしながら急いで出す事があるので、時間的余裕を持って的確に分別するよう心掛ける。 

学校教育の問題が多いのではないか？高齢者は全ての面に「もったいない・・・」の意識が強いが最近の若い世代の意識

不足→教育の問題では？ 

本来ごみステーションは、決められた世帯の生活ごみをコープや自販機で買ったあとの飲み食いした袋やカンをとおりすが

りにごみステーションに捨てていく人があとをたちません。時々、犬のフンらしきものもあります。はり紙をしても改善されま

せん。 

ご努力に関していつも感謝しています。 

人生の先が見えてくると処分したい物が沢山あり、どうしたものか考えている。. 

野良猫、カラス等がごみをあさって、そこら中にごみを散らかしてしまう事が度々ある。不衛生なのでごみの出し方や野良

猫対策を考えてほしい。 

回収の仕方今のままで結構です。戸別回収については常に有難く思っています。 

臭いのあるごみの密封をしないと、カラスや猫に荒らされるので気にはしています。 

１人住まいなので、毎週の収集には出さないで少し溜まったら出す。（容器プラスチックなどは月－１回ぐらい、生ごみは一

週に１回）。 
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水切りは、充分行っているが、どの程度の効果があるのか判らない。（金額で算出）2人での生活のため、食べ残し、食品

の賞味期限切れでごみとして出す事が多々あり、個包装量をもう少し少量に出来ればと考える。 

水切りは、当然だと思う。古本等助かる。家にたくさん送ってくるので困るときはある。 

他の市町村では、生ごみ処理機の助成金があるのに豊能町はないとのこと。なぜでしょうか？あれば生ごみは減ると思い

ますが。 

ごみの無料化が、住民にとって良いことなのか（少量の人と大量の人との差）。 

光風台 6丁目の山際のため、秋冬期に大量の枯葉が散乱し、掃除に大変な労力を要する。くぬぎの処置を考えてほしい。

また、かさの高い枯葉の引き取りには、40ℓ以上の袋も認めてほしい。 

一人一人がごみの分別を正しく行うように心がけて、なるべくごみを少なくしたいと思います。 

ごみの量が少なく、スーパーの袋で充分だが、その上かに透明のごみ袋をかぶせる。 

側溝の清掃をする場合、砂、土、葉が入り混じっているため、分別はどのようにすれば良いか？ペットがいるため、フンの

始末の分ごみが増えている。過去にペットのフンをトイレに流して詰まった経験上、生ごみとして出している。この点に関し

ては、ご理解願いたい。 

可燃ごみの日に、カラス、ねこに散らかされているお宅は決まっているように思う。収集の方が後始末をしておられますが、

出し方に問題が有ると考えます。注意シールとか貼ることはできないでしょうか。 

ダイレクトメールに関しては、サッと目を通す間もなく、住所だけ切り取りごみ箱へというのは時間のムダとごみのムダを痛

感する。 

月木のごみをバケツに入れて出しております。そのためかカラスが来なくなりました。フタつきで面倒とはお思いますがよろ

しくお願いします。 

汚れが取れない場合、資源か可燃か迷う。 

ビンの分別が難しくなると思うので（年齢がいくと）プラ容器を使うようにとか。 

分別で出しても、業者が持って行ったり、他からごみを持って来たりルールを守らないことで増減もある。ごみの有料化は

大反対。かえってお金を払っているから！と（ごみが）増えるでしょう。 

庭の草等、土を乾燥させて出しているが綺麗にすることはできない。プラスチック等、汚れている物は綺麗に洗い乾燥させ

るのは大変である。 

苦労して分別したごみが処理するときは分別処理していないと聞くことがある。ごみ処理のことも啓発してほしい。 

ごみの出し方で、夫婦で、いさかいが起こる。価値観の違いがここに現れるので、家として一体となり協力できていないの

が残念である。 

可燃ごみで袋の周囲を新聞紙や段ボールで厳重に覆って出している家庭が意外と多い。目的はカラス対策？ ごみの減

量化に逆行しているのでは？ 

ごみは必ずごみ箱に入れて出した方が良い。（猫やカラスに散らされている）。 

回収車で働く人の腰は大丈夫かと思う。 

生ごみは、水切りネットを利用して水分を切っているが、これから草や、タケノコの皮、すいかの皮など水分を多く含んだも

のが多くなる。なるべく乾燥させているが大量の時も。 
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プライベートの書類が多いので破いて可燃ごみに出すしかない。小さな鈴が１つでもついていれば不燃ごみ、そのまま出し

ても良いが心配、その部分だけ切り取ったりするがそれも大変な作業。 

ごみが少ないのに、大きな袋に入れているところを見かけますが、量にあった袋にすれば少しでも減ると思います。 

カラスや野良猫に袋をかじられたりする（生ごみ）カラス除けの網はどこで買えますか。 

生ごみ処理機があったらいいなあと思う。 

これはプラ？ふつうごみ？迷う事があります。これから気を付けるよう頑張ります。 

プラスチックのごみを出す場合、汚れを洗う度に水質を汚してしまっているほうが大きいのでは？ 

ごみ出しではありませんが、問題点として…近隣で道路を掃除したほうきで土や落葉を道路の雨水に掃き入れ本当に困っ

ております。それが 10年あまりも続きやめる気配もなく近すぎていうに言えず自治会も脱退しており申し訳ありませんが町

の方より雨水に入れず取るようにお知らせか苦情で出していただければ嬉しく思っております。 

生ごみはしっかりと絞って出すようにしています。なるべく土に（植木に）埋めて肥料にしています。 

市により分別方法が違うので迷う事がある。 

業者とおぼしき自動車が回収しているのでは！！ 

袋をきっちりしばって出すように。 

大阪市内に子どもが住んでいて常に行くのだが、ごみの分別に関して全く違う。当町の分別と比べるとどうすべきか良くわ

からなくなる。 

現状で満足している。よろしくお願いします。 

不用品等部品でも再利用は可能でしょうか。 人件費がかかり過ぎるなどで全部廃棄になるのでしょうか。 

必要の無い物を購入し、ある時期がくれば大量に捨てる事がある。 

分別しないといけないとは思うが、自力では分別しきれない物もあると思う。ごみの中には分別に悩む物もある。そういう事

を教えてくれる窓口はあるか。 

紙類はなるべくごみの中に入れないで（どのような紙でも）資源の方、子ども会の方へ出すようにしている。 

プラスチックの汚れているのまで出しているので、それは生ごみの中に入れて出した方がよいと思う。 

町からチケットを買って粗大ごみを出すのが嫌なため、木製品等で壊せる物は細かくして、不燃ごみや生ごみ等に出してい

る。これが生ごみ、一般ごみの減らない原因になっているのなら今後やめたい。 

なるべく出すごみを少なくしている。 

草についた土は、できるだけ落としているが、ごみに出す時に困る。（道路の砂や小さな石、アスファルトの様な物の出し方

について）。 

“紙類”に個人宛郵便物が含まれるのなら、住所や名前がのっているので、紙類の資源ごみの日に出すのはためらわれま

す。シュレッダーして可燃ごみとして出しています。チラシも、ものによっては特定されそうで可燃ごみとして出しています。 

豊能町は、個別に集めてくださりサービスが行き届きすぎと思うほど。何軒分にまとめ経費削減してはどうでしょう？ご近所

との声かけあいも含まれるのではないでしょうか。 

食品が入っていたプラ容器を洗ってかわかして分別して出すというのが手間だし、衛生的にも少し不安。コンポストはきち

んと管理できる自信がない。生ごみ処理機の行政からの補助があればいいのにと思う。 

雑草、芝生、枯葉等、土地柄多いのでは？ 
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時折、カラスのいたずらが目につきます。掃除しながら収集している方に申し訳ない思いをしています。ネットをかけるとか

ペールで出すとか、住民の皆さんに伝えたらどうですか。 

古紙等の集団回収車が本当に町指定？と思うことが有り。明確に判断できる目印を PR してもらう事が必要では。 

不燃物、ビン、カン、可燃物の分別までは何とか実施できる。それ以上の分別は、方法がわからない。 

ナイロン袋等を資源ごみとして出す場合、どの位のよごれまでなら良いか分からない。いつもきれいにしますが、水をたくさ

ん使ってしまってもったいないと思う事があるので、生ごみに入れる時もある。 

容器包装プラスチックをきれいに洗うと水道の使用量がかなり増えるため、時々生ごみに入れてしまうことがある。 

過剰包装について、外装、内装、個包装とごみの元となるものが多い。自治体で解決できる問題ではないが、何とかならな

いものか（国、企業の問題）。 

私は私なりに、ごみの減量化に取り組んでいます。知らない事は、もっと町民に知らせるべきです。 

生ごみを肥料にするよう今後努力したい。 

仕事や介護などで忙しく、分別が負担と思うことがある。無駄な物を家に持ち込まない、購入しないことが大切と思う。 

カラスがごみ箱をあけて散らかすことがある。 

汚れたプラスチック類を洗って資源ごみにするか、そのまま可燃ごみにしてしまうかの判断が難しい。 

草・枝の回収、ごみの日に出すときはややこしい。紙ダンボールの回収を多くしてほしい。出しにくい。 

家の中を片付けるため、現在はかなりの可燃ごみ不燃ごみを出しています。片付けが終われば、今後物を増やさないよう

に心がけていきたいです。 

今回のアンケート調査で、日ごろのごみ出しについて改めて考える機会を得られ、協力すべきことがはっきりと見えてきた

ので、今日から出来る事を実践していきたいと思います。ごみ出しは、豊能町民一人ひとりのモラルによるところが大きい

ので、意識を高めていただけるような呼びかけが大切なのではないでしょうか。 

一人一日当たりのごみ排出量値が、家庭系ごみと事業系ごみの合算から計算されており、事業系ごみ分まで各家庭に減

量を求めることに疑問を感じております。 

分別ごみの回収漏れがある（たびたび）。 

 

 

 

 


