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4.1 市民向けアンケート調査資料 

日本語版調査票 
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（１）問 37 自由意見記述 

①３Ｒ行動（リデュース、リユース、リサイクル）について 

・リサイクルを利用したいと思うが、何処に店があるのかよくわからない。たまに車で出か

けて見かけるが遠い 

・生ゴミのリサイクルを検討してほしい 

・粗大ゴミ等で出された物で利用出来そうな物をリサイクルして必要な人に使ってもらうと

良いと思う 

・収集されたリサイクル品が何にリサイクルされているか知りたい 

・気軽に参加出来るフリーマーケットのような事を定期的にやるのもいいかと思いま

す。東京大田区には不要品 BOXなど家前に置いてあり、中の物を必要な人は、自由に

持って行くという日を見た事があります 

・リサイクルだけでなくリユースがすすむ取組がほしい。リサイクルの種類が少ない 

・リサイクルは定着していると思う。また、リユースもリサイクルショップの普及で進

んでいると思う。あとはフリートレードのしくみなどを行政も取りくんでいくのがい

いと思う 

・限りある資源であり、自分たち世代だけのことではないので、考えていかなければな

らないと思う。ゴミを減らす工夫は必要。日本は今まで過剰包装しすぎであると思う 

・生ごみだけに限ってですが、流し台のどこかに粉砕機のような設備を取り付け、そこ

に全て入れみじんにして下水道に直接放流できれば良いなと思います 

・ごみの減量もリサイクルもきちんと取り組んでいると思います。手間(お金も)かけて

も何か"嬉しい"気持ちになることができれば良いかと思います。今より少し頑張る→

人の為になる→自分の為にもなる→嬉しいことがある･･･など 

 

②ごみの分別・収集について 

・カン･ビン･ペットボトルは分別して、別々の袋に入れるようにした方が良いのではと思っ

ています 

・ボタン電池の回収も普通の電池と同じようにして欲しい 

・紙ゴミおよびプラの回収頻度がかなり少ないと感じており、改善を要望します。特に紙ゴ

ミに対し、断れる過剰包装は徹底的に排除し、全企業に不要 DMを止めさせ、インターネ

ットで済むものは全てネット閲覧しゴミを出さないように相当力を入れて取り組んでいま

すが、それでも市の回収頻度では全く足りていません 

・分別を細かくするなら、収集日を増やすべき。燃えないゴミの収集基準がよくわからな

い。粗大ゴミが出しにくい 

・紙ゴミの日にメモなど個人情報の分かるものを出すことに抵抗があります どのような会

社がどのように集めているのか、どのようにリサイクルまで進むのかもっと明確にしてほ

しいです 
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・全く個人的な理由からですが、8:30収集開始は早すぎて苦痛です。かといって生ゴミは

カラスなどに食いちらかされるおそれがあり、前夜から出すわけにいきません。福岡市の

ように夜間収集だとよいのですが 

・プラスチック製容器包装の分類について以前から疑問に思っています。実際には回収後ど

の様に処理(埋め立て?焼却?)されているのでしょうか 

・ゴミ分別でリサイクルは大事だと思いますが、これから高齢化社会に入り、分別する種類

も多くなれば、それだけ負担が多くなり結局ゴミ屋敷が増える様な気がします。その事も

考えて頂きたいと思います 

・分別のパンフレットを見ても分別方法がわからないことがある。プラスチックについては

具体的に書いて欲しい 

・いつもゴミ収集をありがとうございます。個人的な要望としては分別の案内(冊子･HP)を

もっとシンプルに分かりやすくしてほしい。分別例を増やしゴミの区分と品名索引のどち

らからでも全品目が検索できると良い。(イメージとしては小学生でも理解。検索が出来

るレベル)また分別項目は必要最小限に留めてほしい。細かく分けるほど公共心のない人

以外にも、諸事情により理解が難しい人が分別をあきらめてしまい、燃やすごみの増加･

不法投棄やゴミ屋敷の増加の一因になると思う 

 

③ごみ処理費用の負担のあり方について 

・有料化したいのはわかるが、賛成しかねる。現在でも不法投棄などルールを守らない人が

いて自治会でこまっているというのに、さらに拍車をかけることにつながるのではないか 

・逗子市のマンション管理員をして働いております。ごみ有料化によってごみの量がたいへ

ん減った事を実感しました。是非、有料化の方向で検討を願います 

・転居前の地方都市はゴミ袋が有料でした。財政のキビしい横浜を認識しています。有料化

されても仕方ないと思うが有効に使ってほしい 

・既に多額の市民税を払っているのに、ゴミ収集を有料化するなど言語道断である 

・ごみ袋の有料化やごみ袋に名前を書いて出す、等した方がいいと思う 

・ゴミの有料化は賛成しかねます。それぞれ家族の人数も違うし…ゴミを出さないようにし

て逆にため込んでゴミ屋敷になる家があっても心配…害虫がわいても嫌だし…この時期、

枯葉など道のそうじもやっていますので結構ゴミが多いです 

・ごみ収集の有料化には反対です。子供が多い為、負担が大きくなる為 

・有料化したからと言ってゴミが減るとは限らない。むしろ、有料化になると困るから減ら

すという考え方もある。ごみ屋敷が増えたり、不法投棄が増えたり、公共のゴミ箱への投

棄が増えたりと街が汚れる可能性も上がる。保育や介護は限定されたサービスであるがゴ

ミは、市民全員が受けるサービスであるため、現状維持のサービスでお願いしたい。他市

に比べても満足のいくサービスと思っている 

・全国的にゴミの有料化が進んでいる中、横浜市がなぜ有料化にならないか理由が分からな

い 
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④食品ロスについて 

・食べきり協力店これについて知りたい。冬場の外食の時、ドギーバッグを持参していま

す。タッパウェアなど。旅館に泊まる時、とにかく食事(特に〆のごはん)は少な目に、と

お願いしています。夏場は NGですが、冬の忘年会シーズンなど、残す料理を見るたび心

が痛みます。ドギーバッグがトレンドになる文化になってほしいです。お金をムダにして

いるのと同じです 

・割に有名なお店で沢山なので持ち帰りたい、と言ったら断られた事がありましたのでそれ

からは言わぬ事にしていましたが、久し振りの友人と食事をした時、勿体なくて頼んだら

心よく食器に入れてくださいました。我が家で美味しく頂きました。食べきり協力店が出

来たのは何よりの事だと思います。頑張って下さい 

・今後、食品ロスが減るよう市民が理解するよう、公報 etcで広く大切さを訴えて欲しい 

・現代は少人数世帯ですので、食品はスーパーで良く 2ケでいくらといった組合せ販売をや

っているが、それより 1ケを 1割位へらして 1ケ売りをした方が高齢者は良いかと思う 

・買い過ぎた時には、冷凍するか、早やめに明日の分でも料理しておく。期限切れに気をつ

ける様にしている 

・会社の社員食堂で働いていますが、やはり余ると捨ててしまいます。衛生上持って帰るこ

とができませんが、当日作った物なので、まだ食べられる物を大量に捨てるのはどうかと

思います 

・食品ロスをなくすために家に余っている食材をさしあげる事が出来るシステムが気軽にあ

ればよいと思う 

・食品ロスにより、中身を出して分別しなければいけない時、一番面倒に思う。結局食品ロ

スをしない努力がまず大切とあらためて思います。一人だとどうしても出てしまう事も

多々あると思いますが、食は大切なので楽しみは無くさず、なにか考えてロスのないよう

にしたいと思います。食材の食べ切る方法は子供達にも伝えています 

・食べきれなかったものを、持ち帰れるレストランなどが増えるととても良い 

・小売店にロスの出ない様、バラ売り、計り売り、包みも簡素にするように。外食の際は、

残った物は持ち帰れるように 

 

⑤行政・企業の取組について 

・ごみ減量のためには販売店や生産者がもっと容器のシンプル化、統一、互換性を図るべき

だと思います。ビンやボトル他は生産者が責任もって回収したり、消費者も日常的に意識

を高く持つべきです。海外の簡易包装、マイバッグは見習うべきです。野菜、果物、魚

他、パックで蓋うのではなく、必要量を測り売るシステムが大切 

・ゴミ捨て場の掃除やカゴの管理など、有料でもいいので市で管理してもらう方法がほし

い。掃除したあと、人が出したゴミを持ち帰らなければならず、とてもいやな思いをして

いる 

・粗大ゴミを、インターネットで申し込みできますと言っているわりには、選べる品目が少

なく、電話で確認しなければならない。非常に非効率的だと思います 
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・分かりやすいルールや仕組みを作ってもらいたい。収集所もカラスに荒らされたりするの

で、ネットだけでなく箱型のネットのようなものをどこの収集所にも設置してもらいたい 

・個人の努力には限界があります。製造業者も含めて社会全体のシステムを作らないと解決

できません 

・外国人の方で日本語がわからない方が、ゴミの出し方を間違えています。英語の説明を貼

るなど工夫があってもよいかと思います。お互い気持ちよくゴミ出しができると思います 

・ごみ収集は公共サービスというイメージが強く、どうしても住民のニーズに自治体が応え

るべきといった考えの方が多いと思う。自治体はもっと相互努力の重要性を「具体的に」

広報すべきでは 

・市内の企業や商店街モールなどへの実施結果を報告義務化～店頭での包装簡素化。･小売

店の仕入れ商品を簡素化 

・横浜市への市外からの転入者等への通知等、資源政策課の人は市内の見廻り等を行うべ

き。本紙を作成してまとめるだけでは対策にはならないと思う 

 

⑥ルール・モラルについて 

・ごみ収集場所をお当番でそうじしていますが、共働きのご夫婦の家庭やご年配ご夫婦のお

宅はお当番をしていません。ご年配の方が分別できなかったり、曜日を間違えたりしてい

るのはやむをえないと思いますが、お当番をしない家庭の方が、やはりゴミは他人事と思

っているのを感じます。自分の出したごみに責任をもつようにしてほしいと思います 

・ごみの分別や、またそれを出す日をいい加減にしている人が少なからずいることが不快で

ある。戸別収集になれば自分が出すごみに対して責任を持ち、いい加減な出し方は減少す

ると思う。そのために有料化(袋など)は仕方ないことと考える 

・利用区域外のルール外の投棄が多く、その掃除が課題 

・横浜市のイメージは都会的だと思いますが色々な区によりゴミ集収場所などは汚いイメー

ジがあります。カラスもよく見かけます。集収時間も場所により早かったり遅かったり。

ダンボールも箱のままボンと出している人もいてイライラしました。きちんと分別してい

る人もいますが分別しない人が多すぎる。人口が多いので仕方ないとは思いますが横浜市

のゴミ、リサイクルがもっとクリーンなイメージになったら良いです 

・ゴミの出し方を理解出来ない、自分の都合で出され収集されない、出し方が悪く小動物に

荒らされる、など課題が多く有料化や分別数増加など厳しくすればするほど守れない人が

多くなり道が汚れます。集収場所の掃除が大変 

・道路にたばこの吸いがら、飲んだビールの缶、コンビニで買って食べたあとの袋など、平

気で捨てている人が多い。ゴミを平気で道に捨てている大人があまりにも多く、情けない 

・今回のような詳細なアンケートに答えられる人は元気もあり、ある程度以上の教養のある

人。アンケートに答えるような人は分別にも 3R行動にも協力的。当アンケートに答えら

れない高齢者･無分別者がルールをなかなか守れないのではないかと思います。無回答者

こそ隠れ違反者だと思うのですが 
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・分別しない人は同じ人です→もっと巡回して御指導下さい(貼り紙では効果みられない)3.

最近市の取り組みは同じ事のくり返しの様な気がします。ゴミの出し方、分別について市

民のマナーに訴える様な事を考えて下さい 

・近所の人が分別してゴミを出さない。分別していないゴミを出す人が分かっているときの

対応はどうしたらいいかホームページ等で教えてほしい。近所なのでキツく言ってしまう

と何されるか分からないから 

・横浜市と各町内会の負担でゴミ収集場所にカメラを設置し不法投棄･曜日別ゴミ出しのチ

ェック拡大･犯罪防止等、捨てる人が「カメラで監視されている」という認識の中でルー

ルを守れるようにする事が、分別･不法投棄を減少できると考えます 

 

⑦広報・啓発・教育について 

・今回のアンケートをきっかけにごみの減量、処分場について考えるようにします。さし迫

った問題とは別に、学生生活の中で習慣づけるような教育が長い目でみて効果的ではない

でしょうか 

・小学生の時にごみ処理場見学に行き、その熱でプール(リネツ金沢)があったり、ごみ処理

の仕方を知ることができた。あのように、どのように取り組んでいるのか、見せることが

子どもたちにとっても興味をもたらし、とても良い機会で、ぜひ続けてほしいと思った 

・広報誌やイベントでも積極的に取り組んでいるように思います。しかし、個人の努力や気

持ち(やる気)はさまざまなもの。啓もう運動を続けていくのが良いでしょう 

・ごみ行政についての情報提供を増やしてほしい 

・環境事業推進委員として活動していますが資源循環局の職員の方々がとても協力的で戸塚

区では各イベントでのごみが少なくなりました。各町内会の会合で推進委員の方がごみの

分別方法について詳しく説明したり、早朝ウォークラリーを実施したり職員の方と一緒に

地域の人たちにごみ減量に協力してもらっている 

・リサイクルなどされたゴミなど、どうなっているのか 3Rを広報に載せて欲しい 

・通常 3Rとして整理されている三つのアプローチに加えて、REAWAKEN(啓発)を推進して、

行政･市民･事業者全体で実施していくという視点を貫いて下さい 

・焼却工場や埋立地などについては全然知らないので、横浜の広報などで特集したり(1回

ではなく、四半期に 1回とか)して、周知してほしい。その他食べきり協力店も全然知ら

ないので、こちらも教えてほしい 

・G30は知っていて結果が出ていたことは知っていたが、その後どうなっているのかは知ら

なかった。新しい取組が行なわれていることもこのアンケートで知ったくらいなのでもっ

とアピールしても良いと思う。G30の時は結果が出ているということを TVでも取上げて

いて、市民としてモチベーションがあがったのを覚えている 

・機会があり資源循環局の方にご指導いただいたことがあります。(講習会)大変参考になり

ましたので、たくさんの人がそういう機会に恵まれゴミの出し方やリサイクルが良い方向

に向かえばいいなと思います 
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⑧その他 

・街路樹の落葉。家の前の落葉に悩まされています。40年以上住み、街路樹が育ち年々そ

の量たる(落葉)が多くなるばかり、週 7～8袋あります。この数年枝切りがなく育つばか

りです。枝切りを毎年していただけないでしょうか。ごみの減量になります。80歳にな

るととても苦です 

・カラスにくいちらかされない様に考えてほしい。ゴミの集積場がせまい事※場所ない無理

に設置している。町内でゴミ入のカゴ、置きたいが金が掛かるので困っている 

・プラゴミは種類が多かったり、汚れたものが混ざったりするのでリサイクルは不可能だと

思うが実際どう処理しているのか知りたい 

・50㎝以上の長い棒など(80㎝位の釣り竿とか･植木のそえ木等)整理したいが方法がわから

ない 

・ごみ減量やリサイクルを率先してやるには、自分に直接的な利益があればやると思う。例

えば分別したらポイントが貯まる。ポイントがある程度貯まると、商品と交換など 

・ゴミ収集車の運転が荒い 

・良くやっており、先進的だと今は思っています 

・このアンケートについて、例えば問 4ではあなたが･･･となっているが、例えば問 13では

あなたやあなたの家族はとなっている。それで問 4の質問では私個人について書いたが、

家族を加えると答えは違ってくる 

・現状で満足している 

・少人数にのみアンケートを取る理由がそもそも理解できない。40代から下の世代であれ

ばネットなどを通して数多くのアンケートが取れるはずではないかと思います。アンケー

ト調査をやっている側からの本気をまず感じません 
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4.2 事業所向けアンケート調査資料 



217 

 

 

  



218 

 

 

  



219 

 

 

  



220 

 

 

  



221 

 

 

  



222 

 

（１）問 19 自由意見記述 

 ・工場から出るものはすべて産業廃棄物として費用を支払ってゴミとして処理しています。

数年前からゴミを見直し、缶・鉄などはリサイクル業者に売却しております。従業員 10

人以下の事業所としては、事業所からでる資源物（古紙）を横浜市の資源物の収集に出す

ことが可能なら分別に気をつけ、ゴミを減らすことは可能だと思います 

 ・税金を払っているのでゴミの回収を無料でしてもらいたい。有料の収集業者のコストも無

駄に感じる。家庭用一般ごみと一緒に回収してもらいたいです 

 ・産業廃棄物の種類毎の回収・リサイクル業者・情報の告知化。優良業者の認定 

 ・運搬用木製パレットについて廃棄費用が増えており、リサイクル可能な制度があると良い 

 ・企業に対してゴミの減量・リサイクルに取り組んでいる会社については、税制の優遇をと

る様にしてほしい 

 ・過剰包装を好むお客様自身の考え方を、市で取り組むことを一つの方法かと思います 

 ・ゴミ処理の状況を体験してもらうため、従業員に本年 11月横浜市の焼却工場を見学させ

ていただきました。参加者からとてもためになったと意見が出され、今後も行っていこう

と思います 

 ・それ以前にこんな年末の忙しい時にアンケートを送ってくる事事態がおかしい。もっと違

う時期にして下さい。この紙もゴミになるんですよね？1000件分。ゴミがでない方法を

考えてアンケート作成して下さい。税を無駄に使わないで下さい 

 ・事業系ゴミ→専用の袋（有料）などにして、回収専用 TELなどで出しやすくしていただけ

ると助かります。費用の事ではなく、ルールわかりにくく、個別回収をお願いする程には

ゴミが出ません 

 ・ごみの減量リサイクルはとても大切だと思っています。元々無駄や不要なぜいたくは出来

ない性なので、省エネが叫ばれる以前と以後で何も変わらない様に思います。（私共の仕

事や家族で）全く別件ですが、回答が遅くなってしまったことをお詫び致します。ただ年

末の忙しい時季にこの様なアンケートを避けて頂けるとありがたいです 

 ・木くず等でバイオマスエネルギーの促進を市が主導して実施すれば企業の誘致できて良い

のではと思います 

・金属類と電池を別にあつかって収集する日をもうけたらいかがでしょうか？現在は家庭ゴ

ミの日にビニール袋に入れて別あつかいで出しています 

・リフォーム業の為にゴミは減りません 

・同じものを捨てる時に家庭ゴミ、事業系とで分別基準が異なる為、混乱が起こりやすい。

同一基準として頂けるとわかりやすい 
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