
廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物（（（（ごみごみごみごみ））））にににに関関関関するアンケートするアンケートするアンケートするアンケート調査調査調査調査    

平成２５年１２月 山梨県森林環境部環境整備課 

 

県民の廃棄物に対する考え方を把握するため、県政モニターによるアンケート調査を実施し

た。 

 

１１１１    アンケートアンケートアンケートアンケート調査調査調査調査のののの実施期間実施期間実施期間実施期間    

平成２５年６月 

 

２２２２    県政県政県政県政モニターモニターモニターモニター数数数数    

（１）一般モニター      （郵送によるアンケート調査）    ２６５人 

（２）インターネットモニター （電子メールによるアンケート調査） １３３人 

合合合合    計計計計    ３３３３９９９９８８８８人人人人    

 

３３３３    回答数回答数回答数回答数    

（１）一般モニター      （郵送によるアンケート調査）    ２２８人 

（２）インターネットモニター （電子メールによるアンケート調査）  ８５人 

合合合合    計計計計    ３１３３１３３１３３１３人人人人    

    

回答率回答率回答率回答率    ７８７８７８７８．．．．６６６６％％％％    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※集計の百分率は小数第二位を四捨五入しているため、合計が１００％にならない場合がある。 

 

 



４４４４    集計結果集計結果集計結果集計結果    

廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物（（（（ごみごみごみごみ））））についておについておについておについてお尋尋尋尋ねしますねしますねしますねします。。。。    

【【【【問問問問１１１１】】】】    おおおお住住住住まいのまいのまいのまいの地域地域地域地域のののの市町村市町村市町村市町村がががが行行行行っているごみのっているごみのっているごみのっているごみの収集収集収集収集（（（（収集回数収集回数収集回数収集回数やややや分別区分等分別区分等分別区分等分別区分等））））にどのにどのにどのにどの

程度満足程度満足程度満足程度満足していますかしていますかしていますかしていますか？？？？（回答者：３１３名） 

「満足している」、「どちらかといえば満足している」という回答が、８４．０％でした。 

 

 

 

【【【【問問問問２２２２】】】】    ごみごみごみごみ問問問問題題題題についてについてについてについてのののの情報情報情報情報、、、、知識知識知識知識はどこからはどこからはどこからはどこから入手入手入手入手していますかしていますかしていますかしていますか？？？？（（（（複数回答複数回答複数回答複数回答））））    

（回答者：３１３名） 

「県・市町村のリーフレット、広報紙」という回答が８５．６％、「新聞記事」という回答が

４１．５％、「テレビ番組」という回答が４１．２％でした。 

2.2%2.2%2.2%2.2%

5.8%5.8%5.8%5.8%

11.2%11.2%11.2%11.2%

5.1%5.1%5.1%5.1%

41.5%41.5%41.5%41.5%

41.2%41.2%41.2%41.2%

85.6%85.6%85.6%85.6%

0%0%0%0% 20%20%20%20% 40%40%40%40% 60%60%60%60% 80%80%80%80% 100%100%100%100%

そのそのそのその 他他他他

（（（（ 7777 名名名名 ））））

ホー ム ページホー ム ページホー ム ページホー ム ページ

（（（（ 18181818 名名名名））））

本本本本 、、、、雑誌雑誌雑誌雑誌

（（（（ 35353535 名名名名））））

講演会講演会講演会講演会 、、、、学習会学習会学習会学習会、、、、セミナーセミナーセミナーセミナー

（（（（ 16161616 名名名名））））

新聞記事新聞記事新聞記事新聞記事
（（（（ 130130130130名名名名））））

テレビテレビテレビテレビ 番組番組番組番組
（（（（ 129129129129名名名名））））

県県県県 ・・・・ 市町村市町村市町村市町村のリーフレットのリーフレットのリーフレットのリーフレット、、、、広報紙広報紙広報紙広報紙
（（（（ 268268268268名名名名））））

 

満足満足満足満足しているしているしているしている    
110110110110 名名名名    35353535....1111%%%%    

どちらかといえばどちらかといえばどちらかといえばどちらかといえば    
満足満足満足満足しているしているしているしている    
111153535353 名名名名    48.948.948.948.9%%%%    

どちらどちらどちらどちらかといえばかといえばかといえばかといえば    
満足満足満足満足していないしていないしていないしていない    

30303030 名名名名    9.69.69.69.6%%%%    

満足満足満足満足していないしていないしていないしていない    
11111111 名名名名    3.53.53.53.5%%%%    

分分分分からないからないからないからない    
5555 名名名名    1.61.61.61.6%%%%    

無回答無回答無回答無回答    
4444 名名名名    1111....3333%%%%    



【【【【問問問問３３３３】】】】    ごみごみごみごみ処理処理処理処理やややや３３３３Ｒ（Ｒ（Ｒ（Ｒ（排出抑制排出抑制排出抑制排出抑制・・・・再使用再使用再使用再使用・・・・再生利用再生利用再生利用再生利用））））についてについてについてについて、、、、県県県県やややや市町村市町村市町村市町村がががが公開公開公開公開・・・・提提提提

供供供供しているしているしているしている情報情報情報情報をどのをどのをどのをどの程度知程度知程度知程度知っていますかっていますかっていますかっていますか？？？？（回答者：３１３名）    

「積極的に収集し、内容もよく知っている」、「見たことがあり、内容を少し知っている」と

いう回答が、５５．６％でした。 

 

 

 

 

【【【【問問問問４４４４】】】】    ごみごみごみごみ処理処理処理処理やややや３３３３Ｒ（Ｒ（Ｒ（Ｒ（排出抑制排出抑制排出抑制排出抑制・・・・再使用再使用再使用再使用・・・・再生利用再生利用再生利用再生利用））））についてについてについてについて、、、、県県県県やややや市町村市町村市町村市町村がががが行行行行っていっていっていってい

るるるる情報情報情報情報のののの公開公開公開公開・・・・提供提供提供提供にどのにどのにどのにどの程度満足程度満足程度満足程度満足していますかしていますかしていますかしていますか？？？？（回答者：３１３名） 

「満足している」、「どちらかといえば満足している」という回答が、５２．７％でした。 

 

 

 

    

積極的積極的積極的積極的にににに収集収集収集収集しししし、、、、    
内容内容内容内容もよくもよくもよくもよく知知知知っているっているっているっている    

60606060 名名名名    19191919....2222%%%%    

見見見見たことがありたことがありたことがありたことがあり、、、、    
内容内容内容内容をををを少少少少しししし知知知知っているっているっているっている    

111114141414 名名名名    36.436.436.436.4%%%%    

見見見見たことはあるがたことはあるがたことはあるがたことはあるが、、、、    
内容内容内容内容はよくはよくはよくはよく知知知知らないらないらないらない    

81818181 名名名名    25.925.925.925.9%%%%    

見見見見たことはないたことはないたことはないたことはない    
44444444 名名名名    14141414....1111%%%%    

分分分分からないからないからないからない    
12121212 名名名名    3333....8888%%%%    

満足満足満足満足しているしているしているしている    
32323232 名名名名    10.10.10.10.2222%%%%    

どちらかといえばどちらかといえばどちらかといえばどちらかといえば    
満足満足満足満足しているしているしているしている    
111133333333 名名名名    42.42.42.42.5555%%%%    

どちらかどちらかどちらかどちらかといえばといえばといえばといえば    
満足満足満足満足していないしていないしていないしていない    

64646464 名名名名    20.20.20.20.4444%%%%    

満足満足満足満足していないしていないしていないしていない    
22222222 名名名名    7.07.07.07.0%%%%    

分分分分からないからないからないからない    
58585858 名名名名    18181818....5555%%%%    

無回答無回答無回答無回答    
2222 名名名名    0000....6666%%%%    

無回答無回答無回答無回答    
4444 名名名名    1111....3333%%%%    



【【【【問問問問５５５５】】】】    ごみごみごみごみ処理処理処理処理やややや３３３３Ｒ（Ｒ（Ｒ（Ｒ（排出抑制排出抑制排出抑制排出抑制・・・・再使用再使用再使用再使用・・・・再生利用再生利用再生利用再生利用））））についてについてについてについて、、、、今後今後今後今後どのようなどのようなどのようなどのような情報情報情報情報がががが

欲欲欲欲しいですかしいですかしいですかしいですか？？？？（（（（複数回答複数回答複数回答複数回答））））（回答者：３１３名）    

「分かりやすいごみの分別方法」という回答が６１．０％、「資源ごみのリサイクル方法」と

いう回答が４８．２％、「ごみの減量方法」という回答が４３．１％でした。 

    

2 .2%2 .2%2 .2%2 .2%

7 .3%7 .3%7 .3%7 .3%

4 .8%4 .8%4 .8%4 .8%

20 .1%20 .1%20 .1%20 .1%

48 .2%48 .2%48 .2%48 .2%

33 .2%33 .2%33 .2%33 .2%

43 .1%43 .1%43 .1%43 .1%

37 .7%37 .7%37 .7%37 .7%

61 .0%61 .0%61 .0%61 .0%

0%0%0%0% 10%10%10%10% 20%20%20%20% 30%30%30%30% 40%40%40%40% 50%50%50%50% 60%60%60%60% 70%70%70%70%

そのそのそのその 他他他他

（（（（ 7777 名名名名 ））））

３３３３ＲＲＲＲ にににに 関関関関 するするするする 講座講座講座講座・セミナーの・セミナーの・セミナーの・セミナーの情報情報情報情報

（（（（ 23232323 名名名名））））

３３３３ＲＲＲＲ推進団体推進団体推進団体推進団体 のののの紹介紹介紹介紹介

（（（（ 15151515 名名名名 ））））

生生生生 ごみごみごみごみ 処理機等購入費助成制度処理機等購入費助成制度処理機等購入費助成制度処理機等購入費助成制度

（（（（ 63636363 名名名名 ））））

資源資源資源資源 ごみのリサイクルごみのリサイクルごみのリサイクルごみのリサイクル 方法方法方法方法

（（（（ 151151151151 名名名名））））

他地域他地域他地域他地域 のののの取取取取 りりりり組組組組みみみみ

（（（（ 104104104104 名名名名））））

ごみのごみのごみのごみの 減量方法減量方法減量方法減量方法

（（（（ 135135135135 名名名名））））

ごみごみごみごみ 処理費用処理費用処理費用処理費用やややや 内訳内訳内訳内訳

（（（（ 118118118118 名名名名））））

分分分分 かりやすいごみのかりやすいごみのかりやすいごみのかりやすいごみの 分別方法分別方法分別方法分別方法

（（（（ 191191191191 名名名名））））

 

    

    

【【【【問問問問６６６６】】】】    県県県県やややや市町村市町村市町村市町村がががが行行行行っているっているっているっている３３３３Ｒ（Ｒ（Ｒ（Ｒ（排出抑制排出抑制排出抑制排出抑制・・・・再使用再使用再使用再使用・・・・再生利用再生利用再生利用再生利用））））へのへのへのへの取取取取りりりり組組組組みにどのみにどのみにどのみにどの

程度満足程度満足程度満足程度満足していますかしていますかしていますかしていますか？？？？（回答者：３１３名）    

「満足している」、「どちらかといえば満足している」という回答が、５３．３％でした。 

    

 

満足満足満足満足しているしているしているしている    
27272727 名名名名    8888....6666%%%%    

どちらかといえばどちらかといえばどちらかといえばどちらかといえば    
満足満足満足満足しているしているしているしている    
111140404040 名名名名    44444444....7777%%%%    

どちらかといえばどちらかといえばどちらかといえばどちらかといえば    
満足満足満足満足していないしていないしていないしていない    

57575757 名名名名    18.218.218.218.2%%%%    

満足満足満足満足していないしていないしていないしていない    
9999 名名名名    2.92.92.92.9%%%%    

分分分分からないからないからないからない    
75757575 名名名名    24242424....0000%%%%    

無回答無回答無回答無回答    
5555 名名名名    1111....6666%%%%    



【【【【問問問問７７７７】】】】    ３３３３Ｒ（Ｒ（Ｒ（Ｒ（排出抑制排出抑制排出抑制排出抑制・・・・再使用再使用再使用再使用・・・・再生利用再生利用再生利用再生利用））））をををを推進推進推進推進するためにするためにするためにするために、、、、今後今後今後今後、、、、力力力力をををを入入入入れるべきだれるべきだれるべきだれるべきだ

とととと思思思思うのはうのはうのはうのは何何何何ですかですかですかですか？？？？（回答者：３１３名）    

「ごみに関する情報提供の充実」という回答が６５．８％、「リサイクル処理施設の整備」と

いう回答が４７．０％、「学校等での環境教育の充実」という回答が４２．８％でした。 

    

2.9%2.9%2.9%2.9%

47.0%47.0%47.0%47.0%

8.0%8.0%8.0%8.0%

25.2%25.2%25.2%25.2%

25.2%25.2%25.2%25.2%

42.8%42.8%42.8%42.8%

65.8%65.8%65.8%65.8%

0%0%0%0% 10%10%10%10% 20%20%20%20% 30%30%30%30% 40%40%40%40% 50%50%50%50% 60%60%60%60% 70%70%70%70%

そのそのそのその 他他他他

（（（（ 9999 名名名名 ））））

リサイ クルリサイ クルリサイ クルリサイ クル 処理施設処理施設処理施設処理施設のののの整備整備整備整備

（（（（ 147147147147 名名名名））））

ごみごみごみごみ 処理処理処理処理 のののの 有料化有料化有料化有料化（（（（ごみごみごみごみ袋袋袋袋のののの 値上値上値上値上 げげげげ等等等等））））

（（（（ 25252525 名名名名 ））））

レジレジレジレジ袋袋袋袋 のののの 有料化有料化有料化有料化、、、、簡易包装簡易包装簡易包装簡易包装 のののの推進推進推進推進

（（（（ 79797979 名名名名 ））））

生生生生 ごみごみごみごみ 処理機等処理機等処理機等処理機等 のののの購入購入購入購入 にににに対対対対するするするする補助補助補助補助のののの充実充実充実充実

（（（（ 79797979 名名名名 ））））

学校等学校等学校等学校等 でのでのでのでの 環境教育環境教育環境教育環境教育のののの 充実充実充実充実

（（（（ 134134134134 名名名名））））

ごみにごみにごみにごみに 関関関関 するするするする情報提供情報提供情報提供情報提供 のののの充実充実充実充実

（（（（ 206206206206 名名名名））））

 

    

【【【【問問問問８８８８】】】】    おおおお住住住住まいのまいのまいのまいの街街街街のののの清潔清潔清潔清潔さにどのさにどのさにどのさにどの程度満足程度満足程度満足程度満足していますかしていますかしていますかしていますか？？？？（回答者：３１３名）    

「満足している」、「どちらかといえば満足している」という回答が、７９．３％でした。 

    

    

 

満足満足満足満足しているしているしているしている    
45454545 名名名名    14141414....4444%%%%    

どちらかといえばどちらかといえばどちらかといえばどちらかといえば    
満足満足満足満足しているしているしているしている    
203203203203 名名名名    64646464....9999%%%%    

どちらかといえばどちらかといえばどちらかといえばどちらかといえば    
満足満足満足満足していないしていないしていないしていない    

42424242 名名名名    13131313....4444%%%%    

満足満足満足満足していないしていないしていないしていない    
15151515 名名名名    4444....8888%%%%    

分分分分からないからないからないからない    
6666 名名名名    1111....9999%%%%    

無回答無回答無回答無回答    
2222 名名名名    0000....6666%%%%    



あなたがあなたがあなたがあなたが現在行現在行現在行現在行っているごみっているごみっているごみっているごみ減量化減量化減量化減量化のののの取取取取りりりり組組組組みについておみについておみについておみについてお尋尋尋尋ねしますねしますねしますねします。。。。    

【【【【問問問問９９９９】】】】    ごみをごみをごみをごみを減減減減らすためにらすためにらすためにらすために、、、、買買買買いいいい物袋物袋物袋物袋をををを持参持参持参持参したりしたりしたりしたり、、、、レジレジレジレジ袋袋袋袋をををを断断断断ったりしていますかったりしていますかったりしていますかったりしていますか？？？？    

（回答者：３１３名）    

「ほぼ毎回行っている」、「行ったことがある」という回答が、９３．９％でした。 

 

 

 

    

【【【【問問問問１０１０１０１０】】】】    スーパーなどでレジスーパーなどでレジスーパーなどでレジスーパーなどでレジ袋有料化袋有料化袋有料化袋有料化がががが進進進進んでいますがんでいますがんでいますがんでいますが、、、、どうどうどうどう思思思思われますかわれますかわれますかわれますか？？？？    

（回答者：３１３名） 

「よいと思う」という回答が、７７．３％でした。 

 

 

 

    

行行行行ったったったった方方方方がががが良良良良いといといといと思思思思うがうがうがうが、、、、    
実際実際実際実際はははは行行行行っていないっていないっていないっていない    

9999 名名名名    2222....9999%%%% 
ほぼほぼほぼほぼ毎回行毎回行毎回行毎回行っているっているっているっている    

222242424242 名名名名    77777777....3333%%%%    

行行行行ったことがあるったことがあるったことがあるったことがある    
52525252 名名名名    11116666....6666%%%%    

行行行行っていないっていないっていないっていない    
6666 名名名名    1111....9999%%%%    

よいとよいとよいとよいと思思思思うううう    
242242242242 名名名名    77.377.377.377.3%%%%    

よくないよくないよくないよくない    
8888 名名名名    2222....6666%%%%    

良良良良いとはいとはいとはいとは思思思思うがうがうがうが、、、、    
不便不便不便不便にににに感感感感じるじるじるじる    
55558888 名名名名    11118888....5555%%%%    

無回答無回答無回答無回答    
3333 名名名名    1.01.01.01.0%%%%    

無回答無回答無回答無回答    
3333 名名名名    1111....0000%%%%    

分分分分からないからないからないからない    
1111 名名名名    0.30.30.30.3%%%%    

分分分分からないからないからないからない    
2222 名名名名    0.60.60.60.6%%%%    



【【【【問問問問１１１１１１１１】】】】    ごみをごみをごみをごみを減減減減らすためにらすためにらすためにらすために、、、、店店店店でのでのでのでの過剰包装過剰包装過剰包装過剰包装やややや不要不要不要不要なななな包装包装包装包装をををを断断断断っていますかっていますかっていますかっていますか？？？？    

（回答者：３１３名）    

「ほとんど断っている」、「断ったことがある」という回答が８１．８％でした。 

 

 

 

 

    

【【【【問問問問１２１２１２１２】】】】    あなたはあなたはあなたはあなたは商品商品商品商品をををを購入購入購入購入するときするときするときするとき、、、、包装包装包装包装されていないなどのされていないなどのされていないなどのされていないなどの、、、、ごみがごみがごみがごみが少少少少なくなるなくなるなくなるなくなる商品商品商品商品

やややや、、、、長期間使用長期間使用長期間使用長期間使用できるできるできるできる商品商品商品商品（（（（使使使使いいいい捨捨捨捨てててて商品商品商品商品でないものでないものでないものでないもの））））をををを選選選選んでんでんでんで購入購入購入購入していますかしていますかしていますかしていますか？？？？    

（回答者：３１３名） 

「購入している」、「購入したことがある」という回答が、７６．７％でした。 

 

 

 

ほとんどほとんどほとんどほとんど断断断断っているっているっているっている    
111108080808 名名名名    33334.54.54.54.5%%%%    

断断断断ったことがあるったことがあるったことがあるったことがある    
111148484848 名名名名    47.347.347.347.3%%%%    

断断断断ったったったった方方方方がががが良良良良いといといといと思思思思うがうがうがうが、、、、    
断断断断ったことはないったことはないったことはないったことはない    

35353535 名名名名    11.211.211.211.2%%%%    

断断断断ろうとろうとろうとろうと思思思思ったことはないったことはないったことはないったことはない    
15151515 名名名名    4444....8888%%%%    

購入購入購入購入しているしているしているしている    
111107070707 名名名名    34343434....2222%%%%    

購入購入購入購入したしたしたした方方方方がよいとがよいとがよいとがよいと思思思思
うがうがうがうが、、、、実行実行実行実行していないしていないしていないしていない    

47474747 名名名名    15151515....0000%%%%    

購入購入購入購入しようとはしようとはしようとはしようとは    
思思思思わないわないわないわない    

17171717 名名名名    5555....4444%%%%    

購入購入購入購入したことがあるしたことがあるしたことがあるしたことがある    
111133333333 名名名名    44442222....5555%%%%    

分分分分からないからないからないからない    
4444 名名名名    1.31.31.31.3%%%%    

無回答無回答無回答無回答    
5555 名名名名    1.61.61.61.6%%%%    

分分分分からないからないからないからない    
2222 名名名名    0.60.60.60.6%%%%    

無回答無回答無回答無回答    
5555 名名名名    1.61.61.61.6%%%%    



【【【【問問問問１３１３１３１３】】】】    ごごごご自分自分自分自分のののの水筒等水筒等水筒等水筒等（（（（マイボトルマイボトルマイボトルマイボトル））））やはしやはしやはしやはし（（（（マイはしマイはしマイはしマイはし））））をををを携帯携帯携帯携帯してしてしてして、、、、不要不要不要不要なななな容器容器容器容器やややや割割割割

りばしなどをりばしなどをりばしなどをりばしなどを断断断断るようにしていますかるようにしていますかるようにしていますかるようにしていますか？？？？（回答者：３１３名）    

「両方とも持参している」、「マイボトルを持参している」、「マイはしを持参している」と

いう回答が６０．０％でした。 

 

 

 

 

【【【【問問問問１４１４１４１４】】】】    残残残残りりりり物物物物をををを利用利用利用利用するエコクッキングをしたりするエコクッキングをしたりするエコクッキングをしたりするエコクッキングをしたり、、、、食材食材食材食材のののの買買買買いすぎいすぎいすぎいすぎ、、、、作作作作りすぎにりすぎにりすぎにりすぎに注意注意注意注意すすすす

るなどるなどるなどるなど、、、、生生生生ごみをごみをごみをごみを少少少少なくするようななくするようななくするようななくするような工夫工夫工夫工夫をしていますかをしていますかをしていますかをしていますか？？？？（回答者：３１３名）    

「工夫している」、「少しは工夫している」という回答が、７９．２％でした。 

 

 

 

 

両方両方両方両方ともともともとも持参持参持参持参しているしているしているしている    
33333333 名名名名    10.510.510.510.5%%%%    

マイボトルをマイボトルをマイボトルをマイボトルを持参持参持参持参しているしているしているしている    
111138383838 名名名名    44.144.144.144.1%%%%    

マイはしをマイはしをマイはしをマイはしを持参持参持参持参しているしているしているしている    
11117777 名名名名    5555....4444%%%%    

携帯携帯携帯携帯したしたしたした方方方方ががががよいとよいとよいとよいと思思思思うがうがうがうが、、、、    
実行実行実行実行していなしていなしていなしていないいいい    

87878787 名名名名    27272727....8888%%%%    

携帯携帯携帯携帯しようとはしようとはしようとはしようとは思思思思わないわないわないわない    
33335555 名名名名    11111111....2222%%%%    

分分分分からないからないからないからない    
3333 名名名名    1111....0000%%%%    

工夫工夫工夫工夫しているしているしているしている    
108108108108 名名名名    34.534.534.534.5%%%%    

少少少少しはしはしはしは工夫工夫工夫工夫しているしているしているしている    
140140140140 名名名名    44.744.744.744.7%%%%    

工夫工夫工夫工夫するべきだとするべきだとするべきだとするべきだと思思思思
うがうがうがうが実行実行実行実行していないしていないしていないしていない    

36363636 名名名名    11111111....5555%%%%    

工夫工夫工夫工夫していないしていないしていないしていない    
11118888 名名名名    5555....8888%%%%    

分分分分からないからないからないからない    
10101010 名名名名    3.23.23.23.2%%%%    無回答無回答無回答無回答    

1111 名名名名    0.30.30.30.3%%%%    



【【【【問問問問１５１５１５１５】】】】    一時的一時的一時的一時的にににに必要必要必要必要なななな物物物物についてはについてはについてはについては、、、、レンタルなどのレンタルなどのレンタルなどのレンタルなどの利用利用利用利用やリユースやリユースやリユースやリユース品品品品（（（（中古品中古品中古品中古品））））のののの購購購購

入入入入などをなどをなどをなどを行行行行っていますかっていますかっていますかっていますか？？？？（回答者：３１３名）    

「積極的に行っている」、「ときどき行っている」という回答が、４８．９％でした。 

 

 

 

    

【【【【問問問問１６１６１６１６】】】】    古着古着古着古着などはなどはなどはなどは捨捨捨捨てずにてずにてずにてずに、、、、資源物資源物資源物資源物のののの回収回収回収回収やややや、、、、フリーマーケットにフリーマーケットにフリーマーケットにフリーマーケットに出出出出したりしたりしたりしたり、、、、雑巾雑巾雑巾雑巾にににに加加加加

工工工工するなどするなどするなどするなど再利用再利用再利用再利用していますかしていますかしていますかしていますか？？？？（回答者：３１３名） 

「ほとんど再利用している」、「再利用することが多いが、捨てる時もある」という回答が５

４．６％でした。 

 

 

 

    

積極的積極的積極的積極的にににに行行行行っっっっているているているている    
39393939 名名名名    12.512.512.512.5%%%%    

ときどきときどきときどきときどき行行行行っているっているっているっている    
111114141414 名名名名    36.436.436.436.4%%%%    

行行行行ったったったった方方方方がががが良良良良いといといといと思思思思うがうがうがうが、、、、    
実行実行実行実行していないしていないしていないしていない    

88881111 名名名名    25252525....9999%%%%    

行行行行っていないっていないっていないっていない    
61616161 名名名名    19191919....5555%%%%    

分分分分からないからないからないからない    
15151515 名名名名    4444....8888%%%%    

ほとんどほとんどほとんどほとんど再利用再利用再利用再利用    
しているしているしているしている    

42424242 名名名名    13131313....4444%%%%    

再利用再利用再利用再利用することがすることがすることがすることが多多多多いがいがいがいが、、、、    
捨捨捨捨てるてるてるてる時時時時もあるもあるもあるもある    
111129292929 名名名名    41.241.241.241.2%%%%    

再利用再利用再利用再利用することもあるがすることもあるがすることもあるがすることもあるが、、、、    
捨捨捨捨てていることがてていることがてていることがてていることが多多多多いいいい    

95959595 名名名名    30.430.430.430.4%%%%    

再利用再利用再利用再利用していないしていないしていないしていない    
44444444 名名名名    14.114.114.114.1%%%%    

分分分分からないからないからないからない    
2222 名名名名    0000....6666%%%%    

無回答無回答無回答無回答    
3333 名名名名    1111....0000%%%%    

無回答無回答無回答無回答    
1111 名名名名    0000....3333%%%%    



【【【【問問問問１７１７１７１７】】】】    洗剤洗剤洗剤洗剤やシャンプーなどはやシャンプーなどはやシャンプーなどはやシャンプーなどは中味中味中味中味をををを詰詰詰詰めめめめ替替替替えられるえられるえられるえられる商品商品商品商品をををを選択選択選択選択しししし、、、、容器容器容器容器のののの再利用再利用再利用再利用（（（（リリリリ

ユースユースユースユース））））をしていますかをしていますかをしていますかをしていますか？？？？（回答者：３１３名）    

「よく再利用している」、「再利用することがある」という回答が、９６．２％でした。 

 

 

 

【【【【問問問問１８１８１８１８】】】】    ビンビンビンビン入入入入りのビールやジュースをりのビールやジュースをりのビールやジュースをりのビールやジュースを選選選選んでんでんでんで購入購入購入購入しししし、、、、飲飲飲飲んだらんだらんだらんだら空空空空きビンをきビンをきビンをきビンを店店店店にににに返返返返すなどすなどすなどすなど、、、、

リターナブルリターナブルリターナブルリターナブル容器容器容器容器（（（（再使用再使用再使用再使用がががが可能可能可能可能なななな容器容器容器容器））））のののの利用利用利用利用にににに心心心心がけてがけてがけてがけていますかいますかいますかいますか？？？？（回答者：３１３名）    

「なるべく選んで利用している」、「利用したことがある」という回答が、５６．８％でした。 

 

 

 

 

    

    

よくよくよくよく再利用再利用再利用再利用しているしているしているしている    
260260260260 名名名名    88883333....1111%%%%    再利用再利用再利用再利用することがあるすることがあるすることがあるすることがある    

44441111 名名名名    11113333....1111%%%% 

再利用再利用再利用再利用したしたしたした方方方方がががが良良良良いといといといと    
思思思思うがうがうがうが実行実行実行実行はしていないはしていないはしていないはしていない    

5555 名名名名    1111....6666%%%%    

再利用再利用再利用再利用していないしていないしていないしていない    
3333 名名名名    1.1.1.1.0000%%%%    

利用利用利用利用したことがあるしたことがあるしたことがあるしたことがある    
109109109109 名名名名    34343434....8888%%%%    

利用利用利用利用したしたしたした方方方方がががが良良良良いといといといと思思思思
うがうがうがうが、、、、実行実行実行実行していないしていないしていないしていない    

58585858 名名名名    18181818....5555%%%%    

利用利用利用利用していないしていないしていないしていない    
69696969 名名名名    22222222....0000%%%%    

なるべくなるべくなるべくなるべく選選選選んでんでんでんで    
利用利用利用利用しているしているしているしている    
69696969 名名名名    22222222....0000%%%%    

無回答無回答無回答無回答    
4444 名名名名    1111....3333%%%%    

無回答無回答無回答無回答    
3333 名名名名    1.01.01.01.0%%%%    

分分分分からないからないからないからない    
5555 名名名名    1.61.61.61.6%%%%    



ごみのリサイクルについておごみのリサイクルについておごみのリサイクルについておごみのリサイクルについてお尋尋尋尋ねしますねしますねしますねします。。。。    

【【【【問問問問１９１９１９１９】】】】ごみごみごみごみ減量化減量化減量化減量化のためのためのためのため、、、、缶缶缶缶、、、、ビンビンビンビン、、、、ペットボトルなどのリサイクルにペットボトルなどのリサイクルにペットボトルなどのリサイクルにペットボトルなどのリサイクルに取取取取りりりり組組組組んでいますんでいますんでいますんでいます

かかかか？？？？（回答者：３１３名）    

「リサイクルに取り組んでいる」、「リサイクルに取り組んではいるが、ごみとして出す時も

ある」という回答が９５．８％でした。    

 

 

 

【【【【問問問問２０２０２０２０】】】】    問問問問１９１９１９１９でででで「「「「リサイクルにリサイクルにリサイクルにリサイクルに取取取取りりりり組組組組んでいるんでいるんでいるんでいる」」」」又又又又はははは「「「「リサイクルにリサイクルにリサイクルにリサイクルに取取取取りりりり組組組組んでんでんでんではいるはいるはいるはいる

がががが、、、、ごみとしてごみとしてごみとしてごみとして出出出出すすすす時時時時もあるもあるもあるもある」」」」とととと回答回答回答回答したしたしたした方方方方におにおにおにお聞聞聞聞きしますきしますきしますきします。。。。具体的具体的具体的具体的にどのようににどのようににどのようににどのように取取取取りりりり組組組組んんんん

でいますかでいますかでいますかでいますか。。。。（回答者：３００名）    

「主に市町村が行っている資源回収日に出している」という回答が、６０．０％でした。 

 

 

 

リサイクルにリサイクルにリサイクルにリサイクルに    
取取取取りりりり組組組組んでいるんでいるんでいるんでいる    
222242424242 名名名名    77777777....3333%%%%    

リサイクルにリサイクルにリサイクルにリサイクルに取取取取りりりり組組組組んではいるがんではいるがんではいるがんではいるが、、、、    
ごみとしてごみとしてごみとしてごみとして出出出出すすすす時時時時もあるもあるもあるもある    

58585858 名名名名    18181818....5555%%%%    

焼却焼却焼却焼却、、、、不燃不燃不燃不燃ごみとしてごみとしてごみとしてごみとして    
出出出出しているしているしているしている    
11111111 名名名名    3333....5555%%%%    

主主主主にににに小売店小売店小売店小売店のののの店頭店頭店頭店頭    
リサイクルにリサイクルにリサイクルにリサイクルに回回回回しているしているしているしている    

42424242 名名名名    14.014.014.014.0%%%%    

主主主主にににに集団回収集団回収集団回収集団回収にににに    
出出出出しているしているしているしている    
41414141 名名名名    11113333....7777%%%%    

市町村市町村市町村市町村のののの資源回収資源回収資源回収資源回収
日日日日とととと集団回収両方集団回収両方集団回収両方集団回収両方    

35353535 名名名名    11111111....7777%%%%    

そのそのそのその他他他他    
2222 名名名名    0000....7777%%%%    

主主主主にににに市町村市町村市町村市町村がががが行行行行っているっているっているっている    
資源回収日資源回収日資源回収日資源回収日にににに出出出出しているしているしているしている    

180180180180 名名名名    66660000....0000%%%%    

無回答無回答無回答無回答    
2222 名名名名    0.0.0.0.6666%%%%    



【【【【問問問問２１２１２１２１】】】】    問問問問１９１９１９１９でででで「「「「リサイクルにリサイクルにリサイクルにリサイクルに取取取取りりりり組組組組んではいるがんではいるがんではいるがんではいるが、、、、ごみとしてごみとしてごみとしてごみとして出出出出すすすす時時時時もあるもあるもあるもある」」」」又又又又はははは「「「「焼焼焼焼

却却却却、、、、不燃不燃不燃不燃ごみとしてごみとしてごみとしてごみとして出出出出しているしているしているしている」」」」とととと回答回答回答回答したしたしたした方方方方におにおにおにお聞聞聞聞きしますきしますきしますきします。。。。リサイクルではなくリサイクルではなくリサイクルではなくリサイクルではなく、、、、焼却焼却焼却焼却

ごみごみごみごみ又又又又はははは不燃不燃不燃不燃ごみとしてごみとしてごみとしてごみとして出出出出しているしているしているしている理由理由理由理由でででで主主主主なものをなものをなものをなものを一一一一つつつつ選選選選んでおんでおんでおんでお答答答答ええええ下下下下さいさいさいさい。。。。    

（回答者：６９名）    

「回収日が少ない」という回答が３１．９％、「出す量が少ない」という回答が３０．４％で

した。 

 

 

【【【【問問問問２２２２２２２２】】】】    エコマークエコマークエコマークエコマーク（（（（環境環境環境環境マークマークマークマーク））））などなどなどなど、、、、環境環境環境環境にやさしいにやさしいにやさしいにやさしい商品商品商品商品であることをであることをであることをであることを表表表表すマークすマークすマークすマーク（（（（いいいい

わゆるわゆるわゆるわゆる環境環境環境環境ラベルラベルラベルラベル））））のののの入入入入ったったったった商品商品商品商品をををを購入購入購入購入していますかしていますかしていますかしていますか？？？？    （（（（例例例例    再生紙再生紙再生紙再生紙トイレットペーパートイレットペーパートイレットペーパートイレットペーパー、、、、

再生再生再生再生原料原料原料原料のののの台所商品台所商品台所商品台所商品、、、、再生原料使用再生原料使用再生原料使用再生原料使用のののの文具文具文具文具などなどなどなど））））（回答者：３１３名）    

環境ラベル 一例 ） 

                                     など 

「積極的に購入している」という回答が４３．１％でした。 

 

 

出出出出すすすす量量量量がががが少少少少ないないないない    
21212121 名名名名    30303030....4444%%%%    

分別分別分別分別がががが面倒面倒面倒面倒    
7777 名名名名    11110000.1.1.1.1%%%%    

そのそのそのその他他他他    
11111111 名名名名    15151515.9%.9%.9%.9%    回収日回収日回収日回収日がががが少少少少ないないないない    

22222222 名名名名    31313131....9999%%%%    

回収場所回収場所回収場所回収場所がががが遠遠遠遠いいいい    
7777 名名名名    11110000....1111%%%%    

購入購入購入購入したしたしたした方方方方がががが良良良良いといといといと    
思思思思うがうがうがうが、、、、実行実行実行実行していないしていないしていないしていない    

55551111 名名名名    11116666....3333%%%%    

購入購入購入購入していないしていないしていないしていない    
9999 名名名名    2222.9.9.9.9%%%%    

特特特特にににに意識意識意識意識していないしていないしていないしていない    
のでのでのでので分分分分からないからないからないからない    
107107107107 名名名名    34343434....2222%%%%    

エエエエコマークコマークコマークコマーク（（（（環境環境環境環境ララララ
ベルベルベルベル））））をををを知知知知らないらないらないらない    

8888 名名名名    2222....6666%%%%    
積極的積極的積極的積極的にににに購入購入購入購入しているしているしているしている    

111135353535 名名名名    43434343....1111%%%%    

無回答無回答無回答無回答    
3333 名名名名    1111....0000%%%%    

分別分別分別分別のののの意義意義意義意義がががが分分分分らないらないらないらない    
1111 名名名名    1.41.41.41.4%%%%    



生生生生ごみはごみはごみはごみは可燃可燃可燃可燃ごみのごみのごみのごみの１４１４１４１４．．．．６６６６％（％（％（％（重量比重量比重量比重量比・・・・HHHH２２２２２２２２年度実績年度実績年度実績年度実績））））をををを占占占占めていてめていてめていてめていて、、、、そのそのそのその多多多多くくくく

がががが焼却処理焼却処理焼却処理焼却処理されていますされていますされていますされています。。。。ごみのごみのごみのごみの減量化減量化減量化減量化にとってにとってにとってにとって、、、、生生生生ごみのごみのごみのごみの処理処理処理処理はははは重要重要重要重要なななな課題課題課題課題ですですですです。。。。

そこでそこでそこでそこで、、、、生生生生ごみについておごみについておごみについておごみについてお尋尋尋尋ねしますねしますねしますねします。。。。                                                

【【【【問問問問２３２３２３２３】】】】    生生生生ごみのごみのごみのごみの減量化減量化減量化減量化（（（（乾燥乾燥乾燥乾燥などなどなどなど）、）、）、）、堆肥化等堆肥化等堆肥化等堆肥化等のリサイクルをしていますかのリサイクルをしていますかのリサイクルをしていますかのリサイクルをしていますか？？？？    

（回答者：３１３名）    

「積極的にしている」、「したことがある」という回答が、４９．５％でした。 

 

 

 

【【【【問問問問２２２２４４４４】】】】    生生生生ごみをごみをごみをごみを減減減減らしていくにあたってらしていくにあたってらしていくにあたってらしていくにあたって、、、、新新新新たなたなたなたな具体的具体的具体的具体的なななな取取取取りりりり組組組組みなどみなどみなどみなど、、、、何何何何かごかごかごかご意意意意見見見見をををを

おおおお持持持持ちですかちですかちですかちですか？？？？        

（（（（主主主主なごなごなごなご意見意見意見意見））））    

・ 食材などたくさん買い物したときは冷凍にしたり、生ごみを出さないように食べるだけ調理

する。あとは、生ごみを細かくして植木の肥料にする。 

・ 生ごみ処理機を貸し出すようにしたら肥料として活用できると思う。 

・ 単身者のアパートには堆肥化などのリサイクルをする施設がない。ゴミ集積場などに共同で

使用できる物があると良い。 

・ 生ごみを出す時に水分を十分にしぼってから出すようにする。 

・ 家庭で肥料に変える方法を浸透させる。 

・ 自宅でコンポストが使えない人のために、スーパーなど、生ごみを引き取ってくれる所が増

えてほしい。 

・ 食べる分だけ買い、作ることが重要である。無駄をなくすこと。 

・ 生ごみ処理機を補助金で購入した。知らない人もいるので、さらなるＰＲ活動が必要だと思

う。 

・ 家庭で生ごみは堆肥にするのは難しい。無駄なものは買わないなど、できることをしていく。 

 

積極的積極的積極的積極的ににににしているしているしているしている    
91919191 名名名名    29292929....1111%%%%    

したことがあるしたことがあるしたことがあるしたことがある    
64646464 名名名名    20202020....4444%%%%    

したしたしたした方方方方がよいとがよいとがよいとがよいと思思思思うがうがうがうが、、、、
実行実行実行実行していないしていないしていないしていない    

85858585 名名名名    27272727....2222%%%%    

していないしていないしていないしていない    
67676767 名名名名    21212121....4444%%%%    

分分分分からないからないからないからない    
4444 名名名名    1111....3333%%%%    

無回答無回答無回答無回答    
2222 名名名名    0000....6666%%%%    



 

【【【【問問問問２５２５２５２５】】】】    ごみをごみをごみをごみを減減減減らしていくにあたってらしていくにあたってらしていくにあたってらしていくにあたって、、、、重要重要重要重要とととと思思思思われることやわれることやわれることやわれることや新新新新たなたなたなたな取取取取りりりり組組組組みなどみなどみなどみなど、、、、何何何何

かごかごかごかご意見意見意見意見をおをおをおをお持持持持ちですかちですかちですかちですか？？？？     

（（（（主主主主なごなごなごなご意見意見意見意見））））    

・ スーパーマーケット等での過剰包装、洋服、食品等の箱入れや缶入りの商品をなるべく減ら

すようにする。 

・ 子供も大人も興味を持てるような、ごみ減量に詳しく知りたいと思えるようなイベントや広

報的な物がもっと普及できれば良いと思う。 

・ 教育の段階できちんと知識を身につけさせ、意識を持ってもらうことが大切だと思う。 

・ 自治会単位でのごみの出し方や３Ｒの講習会などを行ったりすべきだと思う。 

・ リサイクルしやすいようにメーカーにも工夫をしてほしい。 

・ ごみの分別や不法投棄などを学校教育の中に取り入れてほしい。 

・ 資源ごみを持ち込むリサイクルステーションを増やす。 

・ リサイクルできるものはなるべく分別して出すようにしているが、どうすればよいか分から

ないものもたくさんあるので、詳しく分かる冊子があると良いと思う。 

 

山梨県民山梨県民山梨県民山梨県民のののの１１１１人人人人１１１１日当日当日当日当たりのごみのたりのごみのたりのごみのたりのごみの排出量排出量排出量排出量はははは、、、、HHHH２０２０２０２０年度実績年度実績年度実績年度実績がががが 1,01,01,01,0３２３２３２３２gggg、、、、HHHH２１２１２１２１年度実績年度実績年度実績年度実績

がががが 1,01,01,01,0１３１３１３１３ｇ、ｇ、ｇ、ｇ、HHHH２２２２２２２２年度実績年度実績年度実績年度実績がががが 1,01,01,01,0０１０１０１０１ｇｇｇｇででででありありありあり、、、、減少傾向減少傾向減少傾向減少傾向にありますにありますにありますにあります。。。。そこでそこでそこでそこで、、、、ごみごみごみごみ減減減減

量化量化量化量化についておについておについておについてお尋尋尋尋ねしますねしますねしますねします。。。。    


