資
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その他の内容への記述や自由記述欄の内容について

資料１

◆Q8.その他の内容への記述 【回答数：38件】
寄せられた意見の要約

1．個人で燃やす

2．生ごみは肥料として利用

3．大きい物は
直接処理場へ持ち込む
4．リサイクル
5．戸別回収

6．その他

7．未記入

その他の内容
集積所へ出すものと、少量であれば自宅ちり紙、かれ草等焼却
個人的に燃している
集積所出す 栗の木や植木は畑でもやす
家で燃やす
庭先にて焼却処理，少しの量
なるべく自宅で燃やす
焼やせるものは，畑等で焼やす
個人情報がある物は自宅焼却炉
植木，栗等を剪定した物は休耕田で焼す
自宅（畑）でもやしている
生垣の木，葉は燃やしている
庭の草等はかんそうして、もやした方がいいかな
生ゴミ，小枝葉類は畑けに持って行く
生ゴミ処理材利用
生ゴミはコンポストへその他は集積所
生ごみは畑に捨てている
野菜のくずなどは畑の肥料として利用する
生物等はコンポスト利用
生ゴミはコンポストに入れている
生ごみはコンポストにて自宅で処理
大型は直接処理場へ
２．枝類は１除く
大きい物は直接持ち込む
ごみ集積所とリサイクル事業所
リサイクル出来る物は，リサイクルしている。
自宅に集積→回収していただいている
業者
植木等は埋却
団地なので集積所は良く管理されている
草、木は自然に戻す
一部自宅で
大曲地区は集積所が一ヶ所しかないので、いつも満タンで困っています。
燃える物は自分で処理する場と集積所へ
ぜんぜん出さないこと
会社に持参して出します
山にすてる
（空欄）
（空欄）
合計

1

小計

12

8

3
2
1

10

2
38

◆Q9.その他の内容への記述 【回答数：86件】
寄せられた意見の要約

その他の内容
地区の廃品回収に出す
古紙：回収業者 ペットボトル：スーパー回収
子供会の廃品回収
月に一度のグリーン回収車、子供会
同上
古紙は新聞店の回収
ペットボトル→スーパーへ持ってゆく 古紙→新聞店
古紙は回収業者，スーパーの分別箱
ペットボトル 古紙 業者へ
ペットボトル→店，古紙→新聞店の回収
子供会の資源ゴミ回収など
子供会の資源ゴミ回収
古紙は，新聞店か子供会に出している
古紙は新聞取扱い業者へ
ペットボトルはヨークベニマルのななこカードにしている
地区で廃品回収がある時は出せる物は出す。
又はスーパーなどへ持ち込みます。
ペットボトルはスーパーコンビニへ持込むこともある
スーパーへもっていくこと
小学校の育成会による廃品回収の時も有り
古紙のみたまに③
古紙等は民間業者，その他は集積所
古紙は回収。その他は集積所。
１カン・金属・ビン ３古紙 ４ペットボトル（スーパー）
ペッボトル ポイント ナナコカードに入れる
古紙は民間事業者へ,その他はごみ集積所へ
地区の回収に出している

小計

アルミ缶、古紙は子供会の資源ごみ回収に。ペットボトルはナナコポイントに還元できるリサイクルに出し
ている

1．民間事業者・
子供会などの回収

2．その他

古紙・ペットボトルは民間事業者（スーパー含む），他はごみ集積所
ペットボトル．古紙はスーパーへもっていく。
ペットボトルは風でとぶのでスーパーへ。
カン・ペットボトルはスーパーでリサイクル。その他は集積場
カン⇒公民館、ペットボトル⇒セイミヤ、カスミ、新聞⇒３
新聞，ダンボール回収へ
古紙はちりかみ交換に出す
古紙，古本→民間 ペットボトル・アルミ缶→スーパーのリサイクルボックス
スーパーマーケットのＢＯＸへいれます。
ペットボトル、カンは回収しているスーパーへ持参
古紙（新聞）は，業者回収へ出す。
スーパーの回収ボックス
時々、スーパーが備えている集積所に出す
ペットボトル：ヨークベニマルのポイント集収 古紙等子供会の集収
古紙は新聞やさんがとりに来る
子供会の廃品回収
スーパー等の回収BOX
スーパーのカン，ペットボトルに入れている。
ペットボトルは，スーパーの回収ボックスへ持っていく。
新聞は新聞屋さんに
スーパー等のリサイクルBOX
カン，ビンはごみ集積所へ。ペットと古紙はスーパーへ
資源ごみは町内会の資源回収の日に出す
地区子供会（廃品回収へ）
古紙古本は月１回町内（班内の場所に出す）
一升ビン、古紙、アルミ缶は地域のリサイクルにペットボトルはスーパーの回収機に
古紙は子供会で回収
新聞紙は、新聞販売所が回収。
子供会の廃品回収時に出している。
近くのスーパーでペットボトル・古紙の回収でポイントがあるので出す時もある
アルミ缶、新聞等は地区子供会へペットボトルは他へ
古紙，雑誌などは回収業者にまかせている
古紙のみ業者へ
スーパー（ペットボトル）
ペットボトルはリサイクルに
スパーの回収に運びポイント！！
ペットボトルはベニマルでポイントに、古新聞は民間へトイレットパーパーに交換
スーパー等の回収ステーションへ（ペットボトル）
古紙は回収業者
年3回の子供会の回収にも協力している。
スーパーのペットボトル回収機に出している。
ペットボトルのみ③
古紙は，新聞販売店が回収に来る。
地元子供会の回収（アルミ、缶、古紙）
古紙は民間事業者へ
スーパーマーケットのリサイクルボックス
スーパーの回収コーナーに持込
スーパー等の回収ボックス
アルミ缶・ペットボトルは近隣のスーパーへ
寄付
会社に持参して出してます
古い材木，小葉か小草は少しずつもやしています。
ケースに入れて集積所に持っていくほどの量がない
施設で集めている所があるので

2

77

5

3．未記入

（空欄）
（空欄）
（空欄）
（空欄）

4
合計

86

3

◆Q10.その他の内容への記述 【回答数：83】
寄せられた意見の要約

その他の内容
民間事業者
電化製品は購入店で下取りしてもらっています
回収業者に代金を払い持込む
主にリサイクルショップ
業者にたのむ（リサイクル店/他）
電気屋さんに
電化製品は業者に依頼（リサイクル法）
買い替える時にお金を支払って持っていってもらう。
業者へ依頼
業者にも依頼する
買った店
業者
1．事業者に引き取ってもらう・処理して 買い取りができるものは民間業者・他は処理施設へ持ち込む
業者に依頼
もらう・下取りに出す等
古物商に持っていってもらう
リサイクルショップへの持ち込み
購入先で処分費を払い処分している
リサイクル業者へ回収してもらっている
リサイクルに出す
業者へ引き取ってもらう
時々来る業者の方に
又は、物を購入した時、引き取ってもらってます。
回収業者に渡す時もある
民間業者
家電購入の時，入れ替え
民間業者が来た時にだす。
廃品回収車へ頼む。
まだ粗大ごみを処分したことがない（引越ししてから）
粗大ごみはだしません
処分したことがない
まだ粗大ごみはない
今まで出した事がありません。とても不便です。
ほとんど出さない
今迄粗大ごみを処理した事はない
出したことがない
まだ捨てたことがない
出したことがありません
粗大ごみを出したことがない
粗大ごみは、ほとんど出ません
2．粗大ゴミを
処理したことがないです
処理したことがない
粗大ごみだした事ない
経験なし
今まで一度も出してない
今迄余り出したことない
まだ出したことがない。
なし
出した事がない
出したことがない
居住年数が浅く、まだ粗大ごみは処分したことがありません。
まだ出したことがない
粗大ゴミはない
特にだしていない
大きすぎる場合は②
大きいものは処理場へもっていく
3．大きい物は
集積所で扱わない物は処理施設に持ち込む
直接処理場へ持ち込む
あまり多い時は軽トラにて自己搬入する時もある
コンテナに入らない物は処理施設へ
小さい物は集積所。大きかったり量が多い時は持ち込む
細かくして分別し，集積所に出す
4．分解して集積所へ出す
自分で分解してから
分解して小さくしている
余り出さないが年末に決められた日に出すこともある。
動かす事が出来ず家中に置いてある
物により①か②
集積所に置く場所がない
（空欄）
どうするか迷っている状態です
自宅に置く
（空欄）
戸別回収を一度依頼したが金額が高い
分離分解しなければならない粗大ゴミには困っている（高令者なので）
市の指定日に出す
5．その他
地区の廃品回収日に出す
月1回の町内会廃品回収時に出す
処分できず家におく
欲しい人にあげる
（空欄）
売りに出す。
ごみは資源なので出さないこと
自分で焼せる物は休耕田で焼す。
①ですべてできるようにしてほしい。
会社に持参して出します
山にすてる
合計

4

小計

27

25

6

3

22

83

◆Q11.その他の内容への記述 【回答数：167件】
寄せられた意見の要約

1．ほとんどない・
出した事がない等

2．数10年に1回程度

3．年に1回から
数年に1回程度
（次ページへ続く）

その他の内容
一人暮らしなので動かす事が出来ず家中にそのまま
ない
ほぼ出さない
ほとんどない
今まで出したことがない
ここ数年間は出していない。
ほとんど出さない
ほとんどださない。
ほぼなし
ほぼなし（もし出た時は集積所に出す）
なし
ほとんど出さない、出ない
現在０回
なかなかださない
ほぼなし
ほとんどなし。あれば持ち込みます。
ほとんどない
出したことがない
ない
なし、ごみは水戸のごみ焼却所
出したことがない。
なかなか出せないでいる
ない
同上
なし
経験なし
まだ利用していません
まだ１度しか利用してません。
何十年に一度
１０年に１回位
10年に1回位
20年に2度
１０年前に２回直接持ち込む
１０年/回
10年に1回程度まとめて
年に１回
数年に一度
数年に１回
数年に１回単位
2～3年に1度
数年に１回
数年に１回
数年に１回
数年に１回
数年にわたって回収を依頼
敷地内に集め，数年単位で処理施設に持ち込む
年に一回でも場所を決めて出す。
数年に１回
２年に１回位
１回/年～１回/２年
2～3年に一回程度
数年に一回
数年に１回
数年かに１回
年１回
数年に１回
２～３年１回
数年に１度くらい。
数年に１回
何年（５年）に１回位
数年に１回
数年に数回
あまりない，数年に一回位
数年に一度位
数年に1回位
３回/２４年間
年に１～２回
年に１回未満
１年に１回あるかないか？
年に１回
年に1回
数年に１回
年に１回あれば
数年に一回まとめて持って行く
数年に１～2回
2～3年に一回
数年置き，たまり次第そのつど施設に持ち込む。
５年に１回
数年に一度くらい
年に１回
1年～2年に1回
4,5年に一回ほど
数年に一回，まとめて持ち込む
年１回位
数年に１回程度
３年に１回くらい
不要となった場合のため，数年に一度
5

小計

28

7

83

3．年に1回から
数年に1回程度

4．月に1回程度

5．週に2～3回程度

6．その他

7．未記入

数年に１回
数年に１回
数年に１回
数年に一度
数年に１回程度
数年に１回
2-3年に1回
何年かに一度位
数年に一度
数年に一回
数年に１回
数年に数回
年に１～２回
ほとんどない、数年に１回程度
そんなに年中買う物でもないので、数年にという感じ
数年に１回
年に１度位
数年ためて処理
何年かに一回位少ないです
数年に１回
数年に1回位
何年に数回
年に１～２回戸別回収を依頼
数年に１回
数年に一度
数年に１回
数年に1回
何年かに１回
年に1回くらい
2～3年に1回
何年かに1回
月に１回
１カ月に１回廻って来ます
月に１回
月に１回
月に１回のみのため（集積所）
毎月
週に２・３回まとめて出す
家の建替えの時
その行為が生じたとき
ごくごくたまに
ごみが出た時に
自分で出していないのでわからない
電化製品の取り換えのとき
かたずけた時
粗大ごみが出た時
きまっていません。時期によって違います。
新しい物を購入し古い物を処分する際
現住所に住んで初めて頼んで考えさせられた。
物が出た時だけ、何回とは言わない。
こわれた時
ゴミがでた時
粗大ごみが出た時。
粗大ごみの処理が必要の時
ごみが出た時だけ
大量に出す時だけ
出た時に
必要に応じて
粗大ごみが出た時だけ利用する
古い農業用機械は業者へ
ごみ収集カレンダーに合せて出しています
①については②、②については①
滞留している
家の大掃除をした時
（空欄）
（空欄）
（空欄）
（空欄）
（空欄）
（空欄）
（空欄）
（空欄）
（空欄）
（空欄）
（空欄）
（空欄）
（空欄）
（空欄）
（空欄）
（空欄）
合計

6

83

6

1

26

16

167

◆Q13.その他の内容への記述 【回答数：30件】
寄せられた意見の要約
1．集積所が遠い・
不便等

2．ゴミを出す人の
マナーが悪い
3．収集頻度に関する
不満
5．年末年始の
収集について
6．ペットボトル
7．分別区分に関する不満
8．新聞・雑誌など
9．ガラス・使用済み電池等
10．発泡スチロール
11．フトン・マットレス等
12．座椅子
13．その他
14．未記入

その他の内容
集積所は国道をまたぐので，時間がかかる
集積ＢＯＸの不足
集落の一番奥に位置しているので通勤時間帯と重なり，すれ違いが出来ない。
ゴミ集積所が遠い
遠い
集積所が利用出来ないので不便。利用料を班長に届けるように言われたが，とても高い。
目茶苦茶に入れている
同じ集積所の人がきちんと分別しなくて，ごみが残っていて困っている。
自分はかごに入れて持って行き（ルールを（よその人の物）残りを入れられるはこまる
利用者の利用法
一日おきに回収してほしいです
回収日をふやしてほしい
何か月も間があくのでこまる
つくばに住んでいる時は、燃えないゴミの日というものがあり、小美玉市にはないので不満である
年末年始は，回数を増やしてほしい。
年末年始の収集について，年末最終の収集をもう少し遅らせて欲しい
ペットボトル
ペットボトル
細い分別法が解りにくい
新聞・雑誌など
ガラス，使用済み電池等
容器等の回収（スチロール）
フトン，マットレス
ザイスの鉄パイプ
②～④
①，②以外の収集が少なすぎ，ビンが細かく分かれすぎ
１のごみ（可燃ごみのことと思われる）が入らないのでカラスがきてちらかす
全部
（空欄）
（空欄）
合計

7

小計

6

4

4
2
2
1
1
1
1
1
1
4
2
30

◆Q14.自由記入欄 【回答数：288件】
３つの意見に分類して集計を行った。
1．ゴミ集積所に関する不満 【回答数：35件】
2．収集方法に関する不満 【回答数：140件】
3．その他 【回答数：113件】
1．ゴミ集積所に関する不満 【回答数：35件】
寄せられた意見の要約
自由記入
３０年前から比べると住人がずいぶん増えました。なのに、収集場所は１ヵ所のまま、とくに可燃の日は、
大量のゴミの山。週２回から、週３回に増やすか、収集場所を増やしてほしいです。
（あと、アパートも集積所を設けてほしい。）
収積所まで車で行かないといけない距離
国道をまたぐので，不便。すぐ後に集積所があるのに，使用出来ない。
1．場所が不便・収集場所を増やし ごみの収集場所が近くにあるのに遠くまで持って行く。班ではないからとうるさい人が居る
収集の場所
て欲しい等
集積所が遠く，自転車か雨の日は自動車，特に資源ゴミのコンテナ出し高齢者には危険
集積所がもう少し近くにあれば良い
集積所の位置（遠い，場所によっては数十メートル以内に隣接集積所がある），収集の予定時間がはっき
りすれば出しやすい。
週に２回程ですが，車を利用しないと行けないので年令的に不安もあります。
集積所が１ヶ所しかない、もっと増やして欲しいです。
決めたことを守らぬ，マナーの悪い人に強く指導をして欲しい
ごみ集積所が少ないからか，アパートの集積所に近所の人や通りすがりの人が捨てていく
ゴミの日以外に可燃物を出している人がいて，夏はくさいし，火災も心配。
ごみを出す人側にマナーがわるい人がいるので不満
自治会集積所にルールを守って出してほしいです。道にちれている時もあります。
収集の前に各家庭でゴミを出す時のモラルに欠けている。ただおいていく人が多い。もっとゴミの出し方
2．マナーの悪い人がいる
を指導する必要があると思いますね。
町内で使用している集積所に他から決まりを守らず勝手に捨てていってしまう人がいると回収されずに困
ります。
時々マナーの悪い方を見受けます。
夜に出す人がいてネコ・イヌがちらかしてある
名前を書いたかごにビン・カンを入れて置くと他の人が違う物を入れてしまい収集されないことが多々あ
犬猫鳥にあらされきたない。せまい。道路におかれてじゃま。
カラスが散らかしてしまう，とてもヒドイ状況

3．汚い・邪魔・動物が散らかす等

ゴミ収集の置き場のし設（ゴミを入れる4ｍ×2ｍくらいの屋根のはいたゴミおき場のこと。）が古く，きたな
い。①カラス防止のため，ネットをかけているが，ゴミを置く時ネットを開け中に入れ，
その後ネットをかけるなど不便。又ネットなのでやぶれてしまい時々カラスが中に入っている。②古くきた
ないため，まわりもゴミでよごれている。ゴミの売却収入で，ゴミ置し設を新しく，
特にステンレスでかつ，アミも同じくステンレスでサビがでないようなものにして欲しい。これがきれいにな
るだけで，周りもだんだんときれいになっていくと思う。ご検討お願い致します。

小計

10

10

9

ごみの集積所が自宅の前で近くでよいのですが、カラスなどに袋を破かれることがあるのに困っています
収集場所が汚い
集積所管理，場所について，管理がなされていない，カラスの集会所となる
生ごみがカラスにやられて散乱している。町内で対策をしているが不十分である。
生ごみの収集の際、黄色い袋に変えてもカラスがつついてこまります。
防御ネットがあってもカラスに荒らされる
ごみの収集所がせまい
4．せまい
粗大ゴミの時、後の方から出すと集積所がいっぱいで置きづらい。
コンテナに入りきる大きさにしないといけないこと
区費を支払わないと出してはいけないと言われた
5．その他
集積所にカンビン等の分別ケースがあれば、２－３ケでも持って行けますが、そうすると適当に入れる人
がいて集積所が汚くなるんでしょうね
収集場を扉付の強固な物にしてほしい（猫，カラス対策）
合計
2．収集方法に関する不満 【回答数：140件】
寄せられた意見の要約
自由記入
あまり細かく分けすぎる
色々と区別するわけがわからない
お菓子の箱なども分別して回収して欲しいです。
家庭から出る枝・幹の出し方がわかりずらい。
金属とプラスチック等が一緒になっている生物は，分別しないと出せないので分別するのが困難な時が
ある
個人で細かく分解処理しなければ回収してもらえないこと
市町村によって分別項目に統一感がなくわかりにくい部分がある。
どのごみに分別されるか分からない物がある。細かい分類を絵付きで配布してくれると積極的にごみの
仕分けができると思う。
布類のリサイクル、カンビン類以外の不燃ごみの出し方がよくわからない
1．分別方法が不明・細かすぎる
プラスチックと金属など混在しているゴミ等の分別の判断がわかりづらい。具体例をもっとたくさん出して
（次ページへ続く）
おいてほしい。
分別が細かいと思う
分別の種類が多い
分類がこまかい
具体例が少なくてどの分類のゴミかわからない時がある
ビン等色分け回収の為，2～3本の時，家に長期保管しておくことになる。集積所に2～3本でも持ち込める
と良いのだが，マナーの悪い人が必ずいるのでできないでしょう。
分別に困る事がよくある。分別方法がわかりずらい
２ヶ月に1度のビン類など自宅に置き場はなく逃してしまうと，たまる一方なので，酒類など買えなくなって
しまう。色分けはせず，せめてビン類は全て一緒にもっていってほしい
あまりにも細かく分けすぎてとまどう。（ビンなど）
色付ビン，無色ビンの回収がいまいち明確でない（持って行かない場合が多い）
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資源ごみ特にビンの分別が細かすぎる。毎回１種類ついて回収では回数が少なすぎる。同時に回収する
か無理なら公的機関などにスーパーにあるような回収ボックスをもうけて欲しい。
色付きびんなどは年に数本しか廃棄しないのに大きなコンテナに１本入れてカレンダーとにらめっこして
集積所に持って行くのは苦痛である。
ごみの集積場所が町内会に依存している。町内会に入らないとごみ難民となってしまう。町内会に入る入
らないに関わらず同じように納税している町民に対して「共同のごみ集積所」を
小学校区に１ケ所程度もうけて欲しい。
ビンが一括処理できないか
ビンの色の分別が細かい
ビンの色分け
ビンの色分け等ないほうが出すほうは楽だし、忘れると２か月後になってしまうので大変
ビンの色分けは必要ないのでは
ビンの回収・・・回数が少なすぎる
ビンの回収を月に１回にして欲しい。又，人によって回収してくれない事もあるので（違うビンとの事で）化
粧品のビンなどは，どのビンにあたるのか困惑します。
1．分別方法が不明・細かすぎる
ビンの収集に，ビンの色別に分けるのは？（２種類・無色or色付）ではダメですか？
ビンの収集の際，月に１回（色分け）では少ない。
ビンの場合の色別が良くわからない時があり，その他のゴミで出すと収集してもらえない時があります。
ビンの分別がわかりずらい
ビンの分別の縮小化，細分化すぎるのでは！
ビンの分類が大変
ビンは色別で，月一回の為，出しそこなうと来月迄待たねばならず不便。
ビン類の色分別
ビン類の仕分け（色）が細分過ぎる
分別が細かすぎる。特にビン
ビン、缶分別の時、通りすがりの人がコンビニ袋に入った他の小さなゴミ１ケを捨て行っても「分別されて
いない」シールを張って回収してくれない。
不燃ごみで良くわからないものがある。中をきれいにと言われても仲々出来ないものである。
不燃ごみの仕分けが細かすぎる
不燃ごみ分別（ビンの色別）
可燃ごみ収集は２回/週では自宅内にどうしても保管が不衛生になりやすみため
可燃ごみの集収の回数が少ないのでふやしてほしい
可燃ごみの回収日が少ない。週3回はほしい。
可燃ゴミの日を週3日にしてほしいです。年末年始の収集日が早く終わってしまうので31日ぎりぎりまで収
集して下さい。カンの日は2週間に一回しかないのでもっと増やして下さい。
ビンの日も茶色ビンの日は2回もいりません。無色ビンの日をもっと増やして下さい。年末年始の収集日
については早急に検討していただき，今年より変更お願いします。
お盆時１週間も可燃ゴミ収集がないのが衛生的に困ります。
可燃ごみは週３回収集があると集積所にも入れやすい。
可燃ごみを夏の時期だけ週に２回から３回に増やして欲しい。
カンと粗大ごみの収集頻度を上げてほしい
カン金属の回数が少なく感じる
資源ごみ収集の日は毎週あると，よりリサイクルにつながりやすいと思います。
資源ごみの収集回数を増やしてほしい
2．収集回数が少ない
資源ゴミの中でもまだ迷う物がある（ビン・家電類等）
粗大ごみを回集する日を少しふやしてほしい
週３回あると良い
出したい時に出せないと2ヶ月後まで出せないのでたまりすぎてします。
夏場はニオイが気になるので可燃ゴミの日が週に３回はあってほしいです。
もう少し回数を増やしてほしい
連休中等，中間で１度収集してほしい
茶色のビンの回収が２ヶ月に一回だと少ない
プラスチックごみの収集回数がもっとあると助かります。
月１回の回収では、家の中にペットボトルがあふれることがある。
冬場のペットボトル１回/月→２回にしてほしい
家庭ではビンの使用は無色のものが多く，茶色を月１回に無色を月２回にしてほしい
ペットボトルの回収日を増やしてほしい
カンの収集回数を増やしてほしい
ビンは全て一緒に収集していただまたいです（色分けなしで！！）
粗大ごみの日を月に１回でも作ってほしい
粗大ゴミの日をつくてもらいたい
粗大ごみも収集して欲しい。
粗大ごみが車にのせられない物がある時が一番こまります。
3．粗大ごみの処分方法に関する不 粗大ゴミが出しにくい。
満
粗大ごみの回収があれば最適かと
粗大ゴミは分解できない物も多く，業者を頼むと車1台10万以上かかった。何とかしてほしい。
粗大ごみを出せるようにしてほしい
粗大ごみをどのように処分してよいか悩む
粗大ごみを土曜日に持って行けるようにしてほしい
回収されないゴミを別の日に出しても，又，回収されない事がある。
菓子箱及び手さげ袋に入れて出してある物は持って行かない
収集されないゴミは×の紙が貼りつけてあるが，理由がわからず（？）出した人が持ち帰らないのでいつ
までも集積所に残っていて困っています。
出したゴミがもっていってもらえない時どこにＴＥＬすれば
金属の収集日に，金属のラケットが収集されず残っていました。粗大ゴミのシールがはられていたが，ラ
ケットは小さな物なので収集していけば良いと思いました。
粗大ゴミの日に，小型家電を収集してもらえなかった。
4．ゴミが収集されない
ごみ収集してもらえない物があること
①リサイクルマークがついているペットボトル，フタも紙も取って洗って出したのに収集されなかった。②
家ではないが，コンテナを回収に行くと，特にペットボトルが回収されずあふれている。
フタと紙がついているから仕方ないのかなと思うが，ずーっとそのままなので，どうにかならないものか
と・・・。
ペットボトルのゴミは袋に入れて出すと袋だけ置いていくのですが袋ごと全部持っていってくれないので
すか。キャップも収集して下さい。（場所によっては袋で出している所もあるの？）
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年末年始可燃ごみが１０日もあくことがあり、何んとかしてもらいたい。
年末年始で，その年によって間があいてしまうことこまる。
年末年始に間が空きすぎる一週間くらいに収めてほしい。
年末年始の可燃ごみの収集回数が，曜日の配列によって１週間以上あいてします。
5．年末年始の収集について
年末年始の収集です。１２月３１日まではお願いしたい、年末は一年で一番ごみが出る。１２/２８までで
は、非常にこまる。民間会社では１２/３１まで業務を行っている。もう少し住民のことを
考えてサービスをしてもらいって。
年末年始等に回収をストップするのをやめてほしい。せめて持込だけでも受付してほしい。
年末年始に長期間収集がないとき。
回収時間は朝のうちにしてもらいたいと思います。特に夏期
集積所の広さが問題。ゴミの量との関連ですが、全量搬出するようになれば問題大なり。午前中に処理
をお願いしたい。午後ではちらかってしまう。
6．回収時間に対する不満
夏の可燃ゴミ収集については収集時刻が遅いので困る
時間が早すぎる！
時間を何時頃と決まっているといいですね。
それぞれのごみ集収の明確な時間が判らない
分別表（お老よりにもわかるように）
ごみ収集表をもっとわかりやすくしてほしい
7．分別表がわかりづらい・更新すべ ごみ分類表のさらなる充実を求める。（各類のごみの物品の内容をさらに多く記してほしい）
収集に関してはないが，分別内容に変更がある時に新しい表の配布をして欲しい。家電リサイクル前の
き・周知促進すべき
ものしか配布されていない。
適切に出すことのできない人に対して収集方法の説明に問題があるのではないか。常にゴミ集積所に物
が残っています。
燃えるごみ専用袋の値段固定
燃えるごみ袋に名前を書きたくない。
8．有料袋に対する不満
収集ゴミ袋を安価にしてほしい。
有料ビニール袋を排止し、空袋使用可能にしてほしい。
石岡市とくらべ，ゴミ袋の値段が高い
急いでいるのは、理解出来るが運転は慎重に
回収業者により不適シールの張る現準が違う、ゴミ収集車の運転マナーが悪すぎる。また態度が悪い。
9．収集車のマナー等
地域によっては、収集時にある程度、そうじして行く所も有ります。
出来るだけ、集める人が場所をきれいにして行ってほしい。
粗大ごみの自宅回収があると良い（直接搬入するゴミ）
粗大ごみは自宅まで回収にきてもらいたい（物によって）
10．戸別回収があるとよい
粗大ごみを持って行かなければいけないのが面倒くさい。（例、ベット、タンスなど大きいもの）つくば市、
家の近くまで来てくれるといいなと思う。

11．分別方法を細分化すべき

12．その他

資げんを有効にする為，もっと細分別する必要有。収集にコストがかかるが，民間へ委託するまたは資
げんを回収業者にあげることによって，収集コストを０円。よって燃えるゴミを減らす。
民間業者は，不定期にトラックで各家庭を回っているので，できるかもしれない。不法投棄をなくす方法は
中間置場を作る（無料）回収に費用がかかるので，無料置場があれば，みんな自分で持込んでくれる。
他県のように，もっと細かくゴミの分別回収は出来ないものか。（発泡スチロール・牛乳箱など・・・）
容器包装プラスチックや雑紙類等が可燃ごみとして処理するしかないのが残念です。
ちょっと大きものを出す時，なやみます。
伐採した樹木等の処理方法，持込でも60ｃｍ以内にしなければ受入してくれない
ビニール等の回収もお願いしたい
燃えないごみも袋にして（例：水戸，ひたちなか）コンテナ回収の時間を減らしたいです。
可燃，粗大はいいが，その他のカン，ビンなど資源となるゴミの収集方法を再考してほしい＜回数，分け
方＞
カン・ビンも，袋で出しても持っていってほしい。
コンテナの回収で無く，土浦市の用にビン・カンなどを
①乾電池については，水銀の環境への放出の心配あり，独自の収集を望みます。
資源ゴミ（ダンボール・古紙）の回収時を最終日（火曜日）だけでもよいと思います。スーパーなどでも回
収をしているので、あまり出ないのでは。
資源ゴミを（ビン・古紙など重いもの）出す時，足が不自由なので家族にたのんでいる。
以前旧玉里村に住んでいて，石岡と比べずいぶん遅いので少し気になった。
回収不可のごみを無くして欲しい。（例）健康器具他 もちろん有料で可。回収してくれなければ最後は山
へポイとなる。
行き先がなければ（解決方がなければ）困る。次にとる手は悪手とならざるを得ない。
ごみ袋が弱すぎるので袋の生作者を複数者にして製造業者の名を入れる。
ダンボール以外の紙（おかしの箱等）を分別収集はできませんか？箱にはリサイクル可と書いてありま
す。
そうすれば可燃ごみはすごく少なくなると思います。茨城の他の市町村でやっている所があると聞きまし
た。
不燃ゴミのコンテナを袋にしてほしいです。とりに行くのが大変（特に雨の日）（家に置く場所がない）。今
どき，そんなやり方はやめた方がいいと思う。やっているのはこの辺だけ。
ボトルキャップやベルマークなども収集してはどうでしょうか？
万が一，袋からこぼれた場合は，大変でも同じ種類のゴミは収集してもらいたいです。
ダンボールはつぶしただけの状態でも取り扱ってほしい
布団，特にこたつ布団はごみ集積所に出せないので困ります。
布団も出さる日を作って欲しい。
無色のびんとガラス陶磁器類の収集日を同日にしてもらいたい
木材の制限が細かい。ある程度の長さであれば良いのではないか。
カンやペットボトルをコンテナカゴで出さないといけないところ。袋で出させてほしい。
合計

10

7

6

5

5

4

3

3

23
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3．その他 【回答数：113件】
寄せられた意見の要約

1．満足・不満はない・特になし等
（次ページに続く）

自由記入
収集されている方は，ていねいで優しい方が多い様に感じます。
収集される方はご苦労さまです
収集車の皆様には時にビン・カン等の出し方が不具合の時に赤紙にて指示あるので助かっています。又
その度お世話かけていますのでよろしく！ありがとう！
別になし
特になし
特にありません
ありがたいと思います。
特になし
いつもいろいろもっていって戴いてありがとうございます。
特に不満を感じない。
特にないです。
特になし
特になし
特にない
現状に満足
回収の方ご苦労様です。私達部落は曜日以外に運んであるので迷わくをかけています。
特になし
特になし
なし
特になし
無し
ない
特になし
ありません
現状維持
なし
特になし
この地区は収集時間が１０時頃なので丁度良い。
特になし
特になし
特になし
満足です
不満はありません
特になし
特にありません
別になし
今の所特になし
今まで通りでよいです
特になし
なし
ない
今のところありません
特になし
特に不満無し
なし
特になし
特になし
ない
無
なし
なし
特になし
特にありません
特になし
特になし
特になし
特にありません。
特になし
特になし
特にナシ
なし
なし
なし
出した事がないので答えられません
特になし。
特になし
不満はありません。感謝致しております。
今のままで問題なし
ないです
特にありません
なし
なし
なし
なし
特になし
特になし。
特になしです
特になし
とくにない
なし
特になし
とくにありません
特にありません
特にありません。回収ありがとうございます。
特にない
特にありません。
特になし。掃除当番がありいつも整理されています。
特に不満を感じることは，ありません。処理場を集約してコストを下げることは，良いことだと思います。
11
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1．満足・不満はない・特になし等

2．直接搬入についての不満

3．その他

特にない
特に不満を感ずる事はない
不満はありません。いつも，きれいに回収してもらっています。
なし
特に無し
不満はありませんが，通りすがりの方が置いて行かれるのがでこまります
不満はありませんが、粗大ゴミのうち分解しないで出せる方法があればと考えています。
満足しています。何故なら祭日も収集してくれるからです。
特にない。
ありません
特になし
現在の収集回数には不満はありませんがQ１３の粗大ごみは我々高令者で車もなく処理施設に直接持ち
込む事が大変です。良い方法を考えていただきたい。
個人持ち込みが全て有料は変である
処理施設に直接持ち込む際の料金が高すぎる！
粗大ごみの直接持ち込んだとき、お金を支払うこと
Q６リサイクルの現状況を知らせる方法を考えて。燃えるゴミを減らせないか
各自責任を持っておねがいしたいと思います。
黄色の袋にしてからカラスがこなくなった
ごみ集積所は利用していないのでわかりません。
ごみの収集問題より新施設を１ヶ所にすることが大問題！！
ごみは収集なし
市民のゴミ処理・資源についての意識が低すぎること。
スダレ、ヨシズは枝同様６０㎝長さでヒモでしばって出せる様にルール改正を
町内会を脱会したらごみ代として4500円町内会に払っています。払わない人もいます。
前の様に，捨て方が違っていたら指的して下さい。
合計

12

99

4

10

113

◆Q18.自由記入欄 【回答数：91件】
寄せられた意見の要約

1．遠い

2．満足，不満はない，特になし等

3．場所がわからない
4.道路が凍るので危険

自由記入
家から距離が遠い
家から遠いので
遠方にある
簡単に持って行けない
居住地から遠い
距離
キョリがある
距離がある為
キョリが遠い
距離が遠い
距離が遠い
距離が遠い
車がないと行かれない
車でないとほぼ行けない場所だから
車でのみ行くことが出来ないから
コースを回って戻る時、遠回りになる
施設が遠すぎる
施設の場所が遠い。有料である事
自宅から遠い
自宅より遠い
少々遠いので軽トラを借りなければならない
処理施設が遠い
少し遠方にある
少し自宅から遠い
少し住んでいる場所から遠いので不便を感じる事がある
少し遠い
少し遠い
少し遠い
少し遠い
少し遠いです
設置場所の距離が遠い
近くにないこと
ちょっと遠い
遠い
遠い
遠い
遠い
遠い
遠い
遠い
遠い
遠い
遠い
遠い
遠い
遠い、手数料高い
遠い。
遠いから
遠いです
遠いと思っています。又，車がないとはこべません
遠い場所だから不便に思う
遠すぎること。高齢者には車で持って行くのがむずかしい。
とても遠いので、なかなか行けない。持ち込んだのにお金がかかる。
場所が遠い
場所が遠い
場所が遠いことと、持ち込み可能な日、時間が少なすぎる。
場所がわからない。遠い。
場所がわからないし、自分でもっていくことは困難
場所的に遠いこと
持ち込むのに遠い（粗大ゴミ，急にごみが出たときの持込み）
①近くにあれば ②持込混雑時運転しずらい（坂道）
少し遠くて行く気にならない
交通が遠い
特になし
特になし
特になし
なし
？
どこにあるか知らない
場所が分かりにくい
場所を知らない
場所が，わかりずらい
冬場は道路がこおるのであぶない。

13

小計

63

5

4
1

5．その他

受付に時間がかかる。一般受付専用窓口を
女で年のせいで運ぶがたいへん
家電リサイクルが少し遠いし，一般のゴミ施設と一緒でない。
休日（日・土・祝日）に集収しないこと
休日に直接持ち込むことができない
軽トラ等運搬車がないので難しい
ごみは水戸のごみ焼却所へ、まあ5千円
集積の時間が短く，日曜日も月に１回位やってくれると助かる。
処理能力、敷地が狭い等
粗大ゴミ、土・日曜またはどちらか半日でも可）受入して欲しいので
土・日曜や祭日に持ち込めない
土，日，休日に搬入できないこと。
土，日曜日に収集してもらえない
日曜日は休みでつらい
搬入時間が土曜日も午後５時まで搬入できるように
利用、日時
利用したことはないが，利用のし方，場所などがよくわからないためできない部分もある。わかりやすく！
まだ直接持ち込んだことがない
合計

14

18

91

◆Q19.その他の内容への記述 【回答数：35件】
寄せられた意見の要約

自由記入
税金を使うならムダな使い方をしない様に
還元策はあるべきだが、必要以上に大きな建物はつくるべきではない。
その還元策によって
地元の人達にどの程度の迷惑がかかるのかわかりません。迷惑は最小限に抑えて、地域の方が望むの
であれば②も可能
本当に必要なら良いが、六田になる事は避けていただきたい
適正で必要な内容であれば実施しても良い
1．還元策の内容・必要性などによって 税金をかけすぎない
必要なことに対して税金を使う
は実施しても良い
新しくする計画を知らなかった。今のままでもいいが，充実するならいい。
本当に有要な施策であればよいと思う
温泉などは一部の人しか使わないのでいらない。生ゴミを入れると肥料を分けてもらえるなどの施設は
欲しい。
誰もが納得できる常識的範囲の還元策なら税金を使っても仕方ない
市民が気軽に集まれる所（集会所），お風呂，ミニ動物園などがあるといいと思う。でもお金がかかってし
まうよね。
余熱を利用した施設とグランドゴルフ場など
還元しなくても良いから税金がかからないように！
増税になるならば必要ない。
施策や整備より，市民の生活の援助に税金を使うべき。税金ばかり上がり，生活が苦しくなる。税金を納
2．還元策は必要ない
める人達の苦労をもっと理解して頂きたいです。
税金を使っても還元策は必要ない
遠いので施設が出来ても使用しないと思う
3．周辺道路を整備すべき
周辺の道路整備等は必要では？
4．住民説明を十分に
合理的，的確な説明必要
分からない
5．わからない
還元策というのがどういう物なのか分らない
わからない
粗大ゴミ持込みが不便となるから粗大ゴミ回収日を設けてほしい。
３つ一緒にする必要はない。小美玉と茨城町・小美玉を除した霞台と新治の2ケ所で良い
ごみへの処理に対しての教育すべし、町民の意識を
施設は必要なし、コージェネ（熱利用）を考慮する
そもそも新ごみ処理施設を作ってほしくない
6．その他
修ぜん等へ回す又はもっと細分別方法への備品等へ回す。再資源化出来るものは回す。生ゴミは肥料
へ。鉄・プラスチック・石油製品等細分別するための各地域のコンテナ等を設置するための費用へ。
持込が不便になる
なぜ２５年で廃止なのか，必要なのかをよくよく考えるべし。
施設による
（空欄）
7．未記入
（空欄）
（空欄）
合計

15

小計

13

5

1
1
3

9

3
35

◆Q21.その他の内容への記述 【回答数：46】
寄せられた意見の要約

その他の内容
施設を知らない
白雲荘の所在を知らない。
白雲荘すら知らない。
白雲荘がどういう施設なのかを知らない！のでわからない
1．白雲荘についての知識がない・利用 利用した事がないのでよく分からない
したことがないのでわからない
利用した事がないのでわからない
白雲荘の存在を知らない。何の施設かもわからない。Ｑ19と同じ意見です。わざわざ建て直さなくてもよ
いのでは。
白雲荘についてよく分からないので答えられない
回答できるデータと資料もないので答えられない。
廃止すべき
近隣に同じ様な余暇施設があるので税金を投じてやる必要はないです。
もう運営をしなくていい
2．不要・廃止すべき
国，地方とも財政がきびしい時，税金を使う必要なし。
必要ない
同じような施設があるので（寿荘）白雲荘は必要なし。
いらない
利用者の少ない施設等は廃止すべき
現在利用者の動向しだい
利用率があるのであれば①なければ④
3．利用者の多寡による
稼働率によると思う。
白雲荘が多くの人に利用されているなら継続しても
利用状況によると思います。
利用者が少なければ必要ないと思います。
余暇施設にする場合，食事ができる時期があれば良いかと。（新年会など）
老若男女が気軽に出来る利用範囲の広い施設にするなら税金を投じても改装等して運営を継続を望む
プールを併設し複合施設に（プール・アスレチック・フロ）
4．新しい余暇施設の
新しくするなら，施設内容を周知させて。高齢者ばかりの利用施設だから，もっと多くの人が使えるように
整備について
工夫して欲しい（団体（50名～100名）で借り上げられて活動でくるナド）食事ができる。温水プール。公
園。
大勢の人に利用できるような施設に変わるのなら良い
プール，温泉スパ，運動施設などの魅力ある健康施設を整備して多くの人に利用してもらう（他県では多
地域住民にとって誇れるべき余暇施設ならば税金を投じてもよい
5．継続すべき
白雲荘を必要としている方がいるなら継続した方がいい。
お年寄が多いので残した方がよいと思います。
新施設で代替できれば廃止
6．代替施設があれば不要
新ごみ処理施設に白雲荘と同様かそれ以上の施設があれば不要
玉里地区の余暇施設がなくなって良いか，玉里地区の方の意見もきき，小川・美野里地区も含めて，コス
7．住民対話をして決めるべき
トがかかることを話して，考える方がよい
利用している人がいるでしょうからどちらとも言えない
8．どちらともいえない
白雲荘に変わる施設が近くにあれば不安は少なくなると思いますが・・・yes,Noは言えません
たかだか36年で老朽化し，この様な設問になる事が問題
利用したことは無いがお年寄の人達が楽しみにしているという事をきいた事があります。
どの程度、必要性があるか教えて
企業に寄付をつのるべき
9．その他
赤字を減らす為，ムダなお金は使わないこと
公営は必要ない。民間参入を検討すべき
小美玉は霞台からぬけるべき
アピール方法を考え直したほうがいい
10．未記入
（空欄）
合計

16

小計

9

7

7

6

3
2
1
2

8

1
46

◆Q22.その他の内容への記述 【回答数：12件】
寄せられた意見の要約
1．全てが重要

2．わからない
3．かすみがうら市にメリットはない
4．コスト以外に具体的なメリットが感じ
られない
5．ゴミ処理広域化には反対
6．場所，コスト
7．売却収入の増加

その他の内容
①～③全て大事
上記すべて
1，2，3共に重要である。問題はそのバランスだと思う。コスト重視で2と3がおろそかになってはならないと
思う。
①，②，③を全て考えるべき
良くわからない
むずかしい、解らない。
わからない
かすみがうら市にはメリットはない。

小計
4

3
1

ゴミ回収業者の負担は？広域化し，コスト以外に具体的なメリットが感じられない

1

ごみ処理広域化絶対反対
場所，コスト
売却収入の増加

1
1
1
12

合計

17

◆Q23.その他の内容への記述 【回答数：27件】
寄せられた意見の要約

1．反対，不便，困る等

2．戸別回収の検討を
3．中間置場の検討を
4．現在地でよい
5．年配の多い地域には対策が必要
6．距離による
7．住民意見をとりいれるべき
8．新施設の配置は円滑処理に視点を
置いて検討すべき
9．地域での協力体制を
10．不便はない
11．不法投棄が増えそう
12．未記入
13．利用しない
14．わからない
15．その他

その他の内容
処理施設が遠くなると不便ですが，コストの削減がどのくらいになるのか，収集される方の移動距離も長
くなりそうなのでそちらもどうなるのか気になります。４市町は範囲が広いなと思いました。
持ち込みは不便になると感じる。集積所へできるだけ出す方法であり、Q14の問題点は検討をお願いす
る。
反対
今より遠いとちょっと困る。
不便
大きな粗大ゴミは個別回収できるようにしてほしい
粗大ゴミなどの収集を個別でも安価にてたのみたい。
粗大ごみなどの戸別回収サービスを強化して欲しい
粗大ゴミ集積所など検討して中断基地化
処理施設がなくなる場所に一時的な預かり場所を設ける。
粗大ごみ等持込は，不便になり，投げ捨てられるので，現在の所に中間置場を確保するか。
今のままでいい
現在地でコスト削減は可能。ごみ処理広域化絶対反対。
ご年配の多い地域には対策が必要。
距離による。30分～1時間かかるようでは遠すぎる
多くの意見を反映した施設を作るならOK

小計

5

3
3
2
1
1
1

「円滑処理」に視点を置いた配置を検討すべき

1

地域でのごみ持ち込みの協同体制が必要
土，日曜に収集してもらえるならどこでも可
不法投棄がふえそう
（空欄）
利用しない
わからない
Q.19回答と同じ
遠くなるとは，場所はどこになりますか？
個人的に粗大ごみだけ直接持込んでいる。
ゴミを収集する回数を多くする。
合計

1
1
1
1
1
1

18

4
27

◆Q24.自由記入欄 【回答数：249件】
３つの意見に分類して集計を行った。
１．日常のゴミ処理について【回答数：105件】
2．既存のゴミ処理施設について【回答数：13件】
3．広域化・新ごみ処理施設の整備について【回答数：66件】
4．その他【回答数：65件】
１．日常のゴミ処理について【回答数：105件】
寄せられた意見の要約
自由記入
資源再利用（リサイクル）の為、もっと分別を徹底しても良い
本当のゴミと再利用出来るゴミ，特に家財など修理して欲しい人にあげられる様なシステムがあると良い
と思います。（小型電キなどが良いかと）
リサイクル法が出来た時は，よかったが今は元に戻った様な気がする。
缶の中でも，アルミ缶は資源として価値が高いと思われるので，別回収にするとか，市内で沢山の収集
場所を作るべき
ビン以外のガラス、牛乳パック等資源として活用してほしい
粗大ゴミ等使える物はほしい人にわければ!?
日本は資源の無い国なので、そのまま処理すればゴミであり、分別すれば再利用できる。再利用できる
よう市民や市職員、業社の智恵を出す時と感じる。新施設建設の時でもあり、再利用するにはとの問い
かけに答えを出して欲しい。
プラスチックを資源ごみとして収集してほしいです。
粗大ごみで回収したものでまだ使用できるようなものが再利用できるような方法を考えてほしい。
リサイクルBOX等住民がもっと身近に感じれる施策を要望する。
生ゴミコンポスト化の事業を推進して下さい。
ごみのリサイクルに関しては学校教育に取り入れると良いと思う。漠然と分別ゴミ箱に投入するよりも、今
自分が手にしているゴミがこの後どの様に処理されて行くかを子どもの頃からわかっていることが大切だ
と思う。
もっとごみ処理に関して細分化して“もったいない”精神を大切にしてリサイクル出来る物は徹底的にリサ
イクルして有限な資源を大切にしたい
スーパーのリサイクル回収BOXのようにいつでも仕分けして持ち込める設備を役場や公的機関にもあれ
1．リサイクルについての提案
ば気軽にビンやカンを分けて処理出来る。
粗大ゴミ等，リサイクル出来る物は活用すべきだと思います。
生ゴミを堆肥にし，利用してはどうでしょうか。資源ゴミも集積所に売却収入を明記し地区に還元してはど
うでしょうか。意識を持ってゴミを出すようになると思います。
ペットボトルのキャップは，役に立ちそうなので近所のスーパーへ持って行っています。小さなものでも少
しでも何かの役に立つものであれば分別して協力したいです。身近で１番きになっているものは割りばし
やようじです。農業のさかんなこの近辺で役に立てることはないでしょうか？又は，逆から考えて，この近
辺で必要そうなビニールハウスに使うものは何からできているのか？もし，それが今回のごみ処理施設
とうまく関連付けることができたらとてもすてきなことではないか，などを感じています。

2．ごみの出し方のマナーや
周知促進について

現在は，リサイクル出来るものも，一緒に出しているのが見うけられるので，分別されることを希望する。
個人が未来の日本を考えてごみ処理，リサイクルに対して意識を高めてくれればいいのになと思いま
ごみ分別を資源ごとに細かく実施する。回収費の増大が考えられるが，民間業者に委託。アルミカン・ス
チールカン・鉄等は今も無料で各家庭を軽トラック等でアナウンスしながら回収があるのでその業者に。
回収委託（費用は無料で物に業者に無料で渡す）トラブルがあった場合は，責任を明かくにしておく。等。
生ごみも，各スーパー等に回収業者が巡回しているのでスーパーへ委託する。連携する。紙も分別する
（民間の業者へ）最終資源代出来ないものは，燃やす。木，木材，廃材等は，燃料として再利用。地方で
は，不法投棄がみられる。なので，家電・タイヤ等山林へ不法投棄されると，回収が大変なので，中間置
場を作り，そこへ無料で分別する様に作り，処理。今車でどこへでも，持って来てくれると思う。（無料なら
ば）
リサイクルできるものは，積極的にリサイクルする。
ごみを処理することは大事だが、ごみを出さない社会にしていくことがもっと大事だと思う。
空地にゴミを捨てる人も，この地は少なくなり，公共精神も少し高まったかしら？でもまだ空カンのポイ捨
てはまだ－。
まず家庭からのゴミの出し方の意識が低い人が結構いると思います。収集される方はカラスなどに散ら
かされたごみの収集が大変だなと感じます。
ごみの出し方に不満あり。決められた日に出すようにしたらと思います。
リサイクル，ゴミの減少，環境保護のため個人的に最大限努力しています。住民の中で，ゴミ袋に名前を
書かない，正しく分別していない人は名指しにて，注意しても良いと思う。
規則を守って利用する様心がけます。
料理屋さんから出す生ゴミがゴミ袋から水が流れているのを見たことが有ります。生ゴミの出し方は業者
の方ばかりでなくだれもが注意してやって欲しいです。
一人一人の意識が低いと思います。もっと皆にわかる様にアピールを-。
ごみの分け方（処理方法）の説明の事例を増やして欲しい。どのように処分すればよいかわからないもの
がある。ホームページで検索できるとよい。
所かまわず捨てる人の気持ちが解らない。
利用者のゴミ出しマナーが足りない。資源ゴミを持ちさる人がいるようでこまります。
ごみの分別をＰＲするために公民館などでその地区の住民を対象にごみの分別のセミナーを開催しては
どうか
ごみを集積所に出せない老人のことが新聞にとりあげられた。そのような老人に対する対策を実施すべ
きではないか
地域の人々が協力をして，ごみを出す日を守ってほしいと思う
アポート住人の分別，収集等が守られていない。厳しい指導をお願いいたします。
野焼きで、一般ごみやプラスチック等を処理することはやめて欲しい。
畑にゴミを投げすてる方がいるのでごみ処理の周知を強化してもらいたいです。
ごみの減量の方法なとわかりやすい解説パンフレットがあると良いのではないか。
朝早い時に多いのですが，ビニール類を燃やしている臭いがします。燃え残ったビニールが木に引っ
かっています。何とかしてほしい。肥料の袋もとんできます。
クリーンセンターに持ち込めないゴミの処理方法を，ホームページででも教えて下さるとありがたいです。

19

小計

21

19

3．ごみ集積所の改善について

町内会で運営しているごみ集積所会員以外の方が放置していく。清掃等は町内会で実施している。
集積所が数万円も払わないと使えないのはシステムとして困る。自由に持ち込めるようになってほしい。
缶のカゴが小さすぎる。もうちょっと大きなやつがいい。
高齢化世帯増を考え、ゴミ集積所の増加を第一に考えるべきでは。
・集積所を場所を見直してもらいたい。（均等に設置）・処理施設を月に何日か持ち込み可能にしてほし
近くにごみ集積所が欲しい。いつでも集積できる場所があると便利になる。
Ｑ14に書いた内容が一番の関心事である。ゴミ収集場所がきれいになっていないと，周りはいつもきたな
い。これはここに住む住民として，とてもたえられないことです。
ごみ集積所がもっとたくさんほしい。
収集場所を綺麗に立て替え，もっと個別に分ける。収集場所のそうじも現状の税金内で十分にそうじすべ
カン・ビン等は収集当日ではなく，いつでも置いて良いですよと収集場所に大きな入物を置くと良いので
は？①透明②茶色③色つき④カン⑤ペットボトル⑥アルミ
製品を製造する側（メーカー等）も分別しやすいパッケージ，包装にしてもらえればもっと分別が進むと思
います。子供から高齢者まで分かりやすい分別方法であって欲しいし，皆が協力してごみ処理を良い方
向に考えられるようになって欲しいです。

収集にくる方の中には，分別知識のわからない方が時折います。例 段ボール汚れている物は可燃ゴミ
に出してもよいのに，収集せず置いてゆく。
資源ごみの処理の中でその他のビンと茶色のビンの区別が理解出来ない人がおります。当番制でかご
出しをしております。ビンが取り残されると１ヶ月後、処理する様になり不便を感じております。
分別処理も大事だが，別市のように細かく分別しすぎると協力する意欲が失せるので今の石岡の方法で
4．分別区分に関する不満について いてほしい。
・容器に残った使いかけのもの，化粧品（シャンプー，整髪料，スプレーの中身）など，処理の仕方がわか
らない。燃えないゴミ（燃やせないゴミ）など，大まかなくくりの分別がほしい。（中身が入ったまま，処分で
きる様な，ジャンルができるとありがたい）・細いものも，まとめて燃えないゴミで処分できるようにしてほし
い。
物によって，可燃ごみか，否か，どこの種類に分別するのか迷うことがあります。消火器はなぜ回収され
ないのでしょうか？
ごみを細かく分別するのは苦痛を伴う。何かインセンティブをもうけて欲しい。現在のごみ分類分別はくじ
けそうになる！！
くり返しになるが，分別区分が細かすぎる
広報などでゴミの分別方法をくわしく教えてほしい。例えばカサはそのまま？分解して捨てるのか？
Ｑ14に書いた事です。ある程度の大きさの物や，１ｍ位の金属の棒が座いすの中の金属など収集して
いってほしいです。車がない人は，大変だと思います。
ごみ処理施設に，直接ごみを持ち込みたいが，乗用車しか持っていないので，利用するのが難しい
家電や金属の粗大ごみは回収を無料にしてほしい。無料にしても量を集めて，資源として売却してほし
粗大ゴミの処理をもっとしやすくできないですか？券をコンビニでも買えるとか・よくわかってないのか，不
5．粗大ごみについて
便なのかあちこち捨てられているので
粗大ごみシール券の必要性
大物の電化製品の処理がめんどうです。（リサイクル券，申込み等）
粗大ごみ，現在より少し大きめの物も持っててほしい。
粗大ゴミの集収を定期的にしてほしい
ゴミ回収費用がどの位かかっているかを，より声をあげて公表し，一人一人がゴミの削減を意識してもら
えたら，次の代への環境改善への糸口になるのでは，ないでしょうか。
資源は有限である。「もったいない」の気持を地域住民に啓発して、ゴミの削減に協力してもらうことが大
切だと思う。
各家庭でゴミを減らす工夫をする事が大切です。
ごみの軽量化、縮小に少しでも協力したいと思います。
6．減量化の促進について
生ゴミ，雑草庭木の小枝等は各家庭でコーンポストなどで処分
ごみ収集車のお仕事をされている方は毎日，大変だと思いました。少しでも，ゴミの少なくなる様エコ活動
に努めたいと思います
出来るだけゴミを出さないよう心がけている野菜くずや，草木などは畑の肥料とし，衣類や布などは再利
用している。
リサイクルできる物は，積極的にしてますが，なかなか少なくなりません。スーパーでの食品パックなど，
削減できるといいのですが。なるべき4市の中央に作ってほしい。
不燃ごみ等、違反によって回収されなかったごみは、いつまでもそこに放置してある。一度出したごみを
ごみを持って帰る人は、そうはいない。
粗大ごみ（冷蔵庫,クーラー，鉄くず，パイプベッド）など処分しにくい物も収集してほしい。
ビンは色に関係なく回収してほしい
分別のポスターは配布されているが，なかなか細かく分別できない人が必ずいる。自分の家ではきちん
7．収集方法に関する不満について と出しても，他の人に何かいれられてしまったりして，コンテナを回収に行く時，いつもドキドキする。年寄
りや外人の人などもいるし，市の方でもある程度は大目にみて回収してもらいたい！
たいへんとは思いますが、もう少し親切にカゴなど、ある程度かさねて行っても良いと思ったりしていま
す。（どうせ置くなら気分が良いと思う）ですが、日頃は感謝してますよ
燃やしてダメな物（家庭菜園のビニール）など長靴，回収てほしい。
回収不可品をなくして欲しい。全てのごみを（有料でも）回収す可き。
可燃ごみは、不満のところにも書きましたが、週３ぐらいあると良いと思います。それでなければ夏の時期
だけでも、回数を１回増していただけると、うれしいです。他県(川崎市）は毎日回収に来ていました。
ペットボトルやカン類の回収が夏は少ないのでコンテナに収まらないので回数を多くするかビニールに入
れる事を了承してほしい。
8．収集頻度に関する不満について
365日いつでも出せるように
カン，ペットボトルを最低週１にしてほしい。あとコンテナカゴは廃止してほしい。
資源ゴミもたまるのが早いので回収日が増えたら嬉しいです。
回収の日をもう少し多くしてほしい。車がないとはこべない物がある
ごみ袋が１枚１５円、もうすこし安くならないのか
小美玉市のゴミ袋が石岡市よりも高額であり，商工会との癒着の態勢が市民の生活を圧迫していて，今
9．ごみ袋が高い
後が不安である。
ごみ袋が高い
もう少し分別を細かくしてもいいと思います。
10．分別区分を細分化すべき
もう少し細かく分別したほうがよいかと思う。例えば、ごみ収集所に生ごみを堆肥に変える箱物を設置し
生ごみを捨てて頂き堆肥は自由に使用して頂くとか。
高齢者のことを考えて、検討してほしいです。高齢の方で、川にゴミ袋のまま投げ捨てていた人がいまし
11．不法投棄の防止
た。処理施設の老朽化で何かと大変だとは思いますが、不法投棄がなくなるように・・・。
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八郷地区の方はさまざまな袋に入れてゴミを出しているのですが石岡地区では袋を買わないと出せませ
んどうでしょうか。八郷地区，粗大ゴミも１カ月に1回は回収するそうですが石岡地区は自分で白雲荘に
持っていかなければなりません。

12．その他

ごみ袋の色などの指定とか，必要以上の，決まりのためのきまりなどがないか，要検討。新治広域は利
用し易い
簡便なゴミ処理（私達が出すゴミの）の推進、ゴミのリサイクル、環境への配慮。
一言で「ごみ」はなかなかむずかしい言で,高齢者には大辺？
小・中学生からごみ問題について多方面から考える機会を多く作って欲しい。
小美玉市のゴミ処理運営は適切で、他の模範であると思う。
民家のない竹山や、山の中でのたき火は大目に見てほしいです。
なるべく，ゴミを出さないようにしているが，食品購入時，どーしてもパック，トレイ等がゴミとして多く出て
いる。私達は，ゴミを少なくするよう努力し，ごみ処理施設には，環境を守り，コストの削減等期待していま
す。
省エネ，環境保護等に関しては，以前に比べ，住民１人１人の意識は上がっていると思うので，もっとわ
かりやすく具体的な説明があれば，改良されることは多いと思う。
勤務時間が早朝の場合は前日の夜出しても（かこいがある場合）良いと思いますけれど・・・
業者が勝手に新聞紙等を持っていってしまう。朝出した新聞紙をトラックで来た業者が持っていく
合計
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2．既存のゴミ処理施設について【回答数：13件】
寄せられた意見の要約
自由記入
祝日より土日の営業を！！土曜日のＡＭ中だけでも……
Q１８に関し考慮頂きたい。
1．土日等の持込みについて
クリーンセンターが月に１～２回位（土）（日）どちらかやっていると助かります。
処理施設を土日も月１回くらいやってほしい
処理施設のゴミの受入を休日（日曜）にも行ってほしい。
ゴミの施設への持ち込みについて料金を低減化してほしい！
持ち込むコストを安くしてもらいたい
2．処理料金が高い・料金を低減す
ごみ処理場にわざわざ持ち込んでいる時にお金がかかること。集積所に出す時は無料なのにわざわざ
べき
持ち込んでいるのに，料金をとられるのはおかしいと思います。
持込している人からお金を取るのね。
可燃ゴミを捨てに行く時，職員の方がただ見てたってるだけ。重いものもあるので，手伝って欲しい。（手
伝ってくれる人もいます）
処理場に持ち込んだ燃えるごみを自分で操作して捨てる時おそろしいと思う
3．その他
年１回，茨城美野里環境組合クリーンセンター見学に行っております。何時も莫大なゴミの量には本当に
驚きます。いくらコストが投入されても仕方ないと思う。
茨城美野里環境組合クリーンセンターの現場で働いている方はいつも親切で，きれいに片づいていてと
てもありがたいです。受付のおばさんは最低です。
合計
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5

4

4

13

3．広域化・新ごみ処理施設の整備について【回答数：66件】
寄せられた意見の要約
自由記入
一度、環境がこわれてしまうと元にもどすのに時間もお金もかかると思います。
人が出したゴミの処理で環境が悪くなるような事がないようお願いします。
人の事だけでなく地球の事も考えて，推進して欲しいです。
より多くのゴミを一か所で処理するとなると，その地域の環境に対しての害のないような施設にする事が
条件だと思います。地球環境を守ることがなにより大切だと思います。
環境負荷対策に重点を置いた施設にして下さい。
私の住んでいる廻りは比較的、広い庭（屋敷）を所有している所が多いので、庭の中で煙を出して何かを
燃やす人が多い。地球温暖化などの問題から、これはまずいと思う。
処理施設が遠くなか，どうかより環境問題を考えてください。
長期の視野に立って，環境問題を位置づけた検討を進めてほしい。①生ゴミのリサイクルと地域農業と
の連携（山形県長井市の「レインボープラン」参考に。）②可燃ゴミを活用したバイオマス発電（外国では
1．環境対策について
たくさん実例あり）をぜひ推進してほしい。③粗大ゴミのリサイクル事業。常陸大宮市では（家具，自転
車，古物etcまだ利用可能な物を，市民にバザーを開き喜ばれており，ゴミの減量化にもなっている。）
野菜クズ，紙，小枝等，まとめて燃やしてしまっているのは，エネルギー効率が悪いのでは，バイオ処理
等，他の方法も考えられません？
最も身近な問題であり、環境は未来へ引き継がれる問題。より大きな規模で広く意見を聞いていただい
て、より良い知恵を出して事業を進めていって下さい。
環境保全は大切であり将来のことを考えたら力を入れるべきである。良い意味で田舎の自然環境を残し
て,後世に残してほしい。
生ゴミは焼却以外の方法を検討してみてはどうか
環境負荷を減らし，効率を良くするためには，多少の税金は必要と考える。
何か問題があって使用できなくなった場合，どのくらいの影響があるかは心配
現在地でコスト削減を検討してほしい。
石岡に住むようになって20年経過し，今年から不要なものを処分すべく直接持ち込むことがあります。ス
タッフの皆さん親切で近々また伺う予定です。今の近さがとても良いです。遠くなるのは不便です。困りま
す。
各処理場の老朽化については，常々，思っていたことです。処理場を一本化することにより，コストの縮
2．処理施設の立地に関する意見
減，省エネ等良いことだと思います。ただ，立地の条件などは，考える必要大いにあると思います。
自動車免許がない為，ゴミ処理場が遠くなると困る
現在利用している施設より遠くなるのが非常に断ります。
お年寄りは遠くへごみを持ち込んだり細かい分別は大変だと思います。
税金の節約は賛成でも遠くなるのは困る
全ての公共施設に関して同様であるが，税を使用している意識を明確に形に表して，使用，検証する事
古い施設から新施設を整備してランニングコスト下る。（民間では並通です。）
広域化となると，収集車の燃料代，処分量
新・旧どちらも不便・不満は，あると思われますが，削減を考えると，反対できない，頻繁に使用するわけ
3．コスト縮減について
では無いので！！がまん出来る！！
経費がどの位削減できるのか？知りたい。現在の市，町別にてお願いします。場所が遠くなるとガス代が
かかるので建設の際は４市町の中央で！！！
税金の無駄使いにならないようお願いします。
ごみ処理広域化推進についてもっと啓発（商品券）等を配ってみたらどうかしら？
今の建物を建て替えて使うのかで違ってきます。選択肢は何なのかもっと説明を他の町のゴミまで押しつ
けられて、何の利点があるのかわかりません。
かすみがうら地区に置いては、このアンケートをやる以前に現在使っている新治郡のゴミ処理施設につ
いての説明やら寿命を説き住民の納得の上で参加すべきだろう。
4．広域化について情報提供をすべ アンケートでは統合によるコスト削減のメリットを強調するが、反対する人も多くいるのも事実。メリットも
き
デメリットもきちんと明示して住民にきちんと説明するべき。
①処理施設について、もっと周知を図るべきである。②人間が生活する以上ゴミが出るのは必然であり、
これを適切に処理する行政は、人類が行う最も重要な責務である。どの施策よりも、経費も人的にも最も
重要視されてすすめられなければならない。
わからない点が多いので施設統合のさいに説明してもらえるとありがたい。
ごみ処理所の近くの人々に必要性の高い施設を
新しい処理場の排熱で，アイススケートリンクができればいいな～と思いました。こういう意見もある，とい
うことで……。
5．地域への還元策の充実
熱の有効利用（温泉・プール・暖ぼう）
ごみ処理熱を利用したプールを作ってほしいです。温泉ばかりでは子供だけで行く事ほとんどできません
余熱を利用してコージェネを、施設は特定の利用者のみで平等性がない
直接ごみを持ち込むことは、年をとるとできなくなります。年をとったり、病気の人には戸別回収をしてくれ
るような、システムをつくって下さい。
今まで、粗大ゴミは直接、処理施設に持ち込んでいましたが、もし新しい施設が遠くなってしまった場合、
6．新施設が遠くなることによる対策 不便になってしまいます。できれば、年に２・３回でもいいので、無料の回収をしていただければ幸いで
す。
について
処理施設が遠くなると不便なので粗大ごみなどは近くで預ってくれる所があると便利だと思います。
（粗大ごみだけ）直接持込の場合のみ、遠くなって不便を感じるので、各地域で粗大ごみの回収日を決め
るのも一つの方法かも？
高令者家庭の直接ごみ持ち込みに対策が必要。地域でのシステム化を望む。
住民にとって誇れる新施設の建設を望む
老朽化施設は，更新すべき。ごみは，大切な問題である。
7．新施設を整備すべき
高額になっても先進的な施設が良いと思う。
新施設の整備により，将来的なゴミ・資源物への対応をきっちりとできるようにして頂きたい
小美玉と茨城町のみでやって欲しい。石岡は新治とやって欲しい。石岡と一緒では小美玉の税金が無駄
になる。
かすみがうら市は処理の広域化に参加すべきではない。
8．広域化には反対
ごみ処理施設は現在地での建替希望。建設費・経費も削減希望。大型施設は必要悪。広域化絶対反
対・絶対反対・絶対反対・絶対反対
現処理施設の維持管理で続けてもらいたい
9．分別・収集方法は変えないで欲し 現在のゴミ収集方法は変えないでほしい。
今後もごみ収集回数を同じに、増える分にはさんせい。
い
分別回収，可燃ごみ分別は今のままで！！
10．長寿命化を検討すべき・
少額の修繕で済むならば既存の施設を利用すべきと思う
焼却施設は25年経過にこだわる必 焼却施設は２５年を経過に拘る必要はないと思います。
石岡斎場の二の舞をふまない用に市町村単独で施設を運営するには無理がある。諸施設に加入出来る
11．広域化に賛成
のなら今がその時期と思われる。現在の施設を手直ししても、長くは使用できない。その時はどの様にな
るのか不安である。
12．交通量の増加について
広域化処理施設の周辺の交通量が多くなり、反対がでるのでは、周辺住民への説明が必要。
13．大きい施設は不要
新ごみ処理施設を考えてるみたいですが，私は別に大きい施設はいらないと思います。
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14．その他

処理施設の問題は、もちろん大事ですが、各市の市民のゴミに対するモラルのレベルを地方自治体とし
て、指導して毎年一歩々きれいな市に育って行ってほしい。（最初感じました）
的切な処理、施設の場所・経費 宜しくお願い致します。
ゴミを入れる袋を限定することになった時は，多くの店舗で販売を希望します。
関係者（市民）が応分の負担をするのは，やむをえないと考えます。
処理の有料化にし，コスト縮減，省エネ，環境負荷の軽減に感心をもってもらい，又，実現化に努力して
大変重要な事業なので20，40，60年先を見越して取組んで頂きたい。
誰もが決まりを守り処理施設が止まる事のない様にしなければならない。これは大切な皆の処理場だか
ら。
茨城町から石岡八郷までとなると，かなり広範囲になるのでは？今まで通りで玉里が茨城美野里の方へ
入ればいいのでは？石岡かすみがうらまで一緒となると大変じゃないですか。かなりの設備が必要です
ね。アンケート調査はしてもゴミ処理施設はつくるのでしょうからそれにたずさわる人達がちゃんと議論を
した方がいいですね。とおせつくるんだから中途半ぱじゃなくちゃんとしたものを
合計

24

8

66

4．その他 【回答数：65件】
寄せられた意見の要約

1．満足・不満はない・特になし等

2．ゴミ処理行政への感謝・評価等

3．その他

自由記入
特になし
特になし
現在不便を感じない
私達の地域は，当番を決めて行っているので今の所大きな問題はないように思う。
現状のままで良いと思います。
霞台・・・センターははじめて知りました。今のことろゴミ出しの不便さはありません。
なし
特に無し
特別ない
特になし
特にありません
特になし
特にないです。
特になし。
現在はとくにないです。
特にありません（不便なことはなく，困っていることはありません）
満足してます。
なし
特にない，満足している。
なし
特に問題はありません
特にない
なし
特になし。
特にありません
特になし
特になし
？
なし
特にはない。
特にナシ
お天気の良い日悪い日間違いなく集めに来て下さるので感謝しています。
安い処理料金で助かります。
大変お世話になっております。ありがとうございます。
大変でしょうが，よろしくお願いします。
良い事業
ごみ収集に関して，最近は以前よりていねいで，運転も安全に感じる。
ごみの収集の作業の皆さん，いつも感謝しております。
祝日のごみ集収があり，大変ありがといと思っています。大変ですが，今後も続くことを願っています。
いつもご苦労さまです。ありがとうございます。
ごみ処理が円滑に進むことにより私たちの環境衛生が守られると思っています。ごみ処理に係わってい
るみな様ありがとうございます。これからもお仕事頑張って下さい。
関係者の皆様に感謝しています
私は今のままで良いと思います。毎日ご苦労様です。ありがとうございます。
いつもお疲れ様です。
ごみ処理にたずさわっている職業の方，ほんとうに大変だと思います。ありがたいです。
素晴しいんじゃないでしょうか。
回収、処理をされている職員の方には感謝しています。
収集車の皆様には暑くなるので体調に気を付けて地域の方々のゴミの収集にはげんで下さい。よろし
く！
いつもお世話になりありがとうございます。
コンテナのゴミを回収出来ない理由の書いたステッカーは次回のゴミ出しのためにも高く評価しています
回収日が祝日になっても，業務をして下さり，ありがとうございます。
御苦労様です
思いきってゴミで霞ヶ浦をうめてみてはどうですか。
集積所は近くに，コンテナ出しは他に方法はないのか？コンテナの回収が大変。間伐材や庭木の伐採，
枝等を別途広域化による処理施設を建設し，その熱の利用を何か考えられないか？
竹，間伐材，枝等を焼却して（調整区域内で），役所の注意をうけるが，こんな法律か条例は認められな
いのではないか。
ゴミ集積所に必ず来ていただければ良いです。
未来，将来に向けて考えていかなければと思う
生活や環境を考えるのであればゴミはきってもきれないので大事な事だと思う。
処理場あるため家中やあらゆる所がきれいできてよい
植木切枝は家で燃やすことは出きないのでしょうか？
資源ごみを出しても７時～８時ごろにトラックで持ちさっていく者がいる。ごみを出す時間を遅くだすように
しているがどうにかならないか、特にアルミ缶、粗大ごみ等
重要な問題です市民県民の過ごし安い環境をお願いします。
行政の地域の区切りが強すぎる。新水戸処理場なら数分の所なのに
皆さんいろいろ有ると思いますがしかたないでしょうか
利権に群がるバカ共がいなくなればよいです。
合計

25

小計

31

21

13

65

資料２-1

石岡市 ・ 小美玉市 ・ かすみがうら市 ・ 茨城町
ごみ処理施設整備

ア

ン

ケ

ー

ト

調

査

～ごみ処理の広域化推進に向けて，ご協力お願いします～

ご記入にあたって
１ この調査のご回答は，なるべく封筒宛名のご本人にお願いします。
（ご本人がご記入できない場合，ご本人のお考えをご家族の方などが記入しても
かまいません。
）
２ アンケートは，各構成市町の住民基本台帳から無作為に抽出した 3,000 人の方に
送付しています。
３ ご回答は，別紙回答用紙に該当する項目の番号を記入してください。
その他の回答の内容については該当する欄に記述をお願いします。
４ ご記入後は，平成 27 年 7 月 31 日（金）までに同封の返信用封筒（切手不要）に
回答用紙のみを入れて返送（郵送）してください。
５ このアンケートは無記名であり，統計的に処理し，ご回答者にご迷惑をおかけすること
がないように適切に処理いたします。
お問い合わせ先 霞台厚生施設組合 建設計画課
小美玉市高崎 1824 番地 2
TEL 0299-26-8664

FAX 0299-26-8660

平成 27 年度から，霞台厚生施設組合では，石岡市，小美玉市，かすみがうら市，茨城町
の４市町体制において，ごみ処理の広域化および焼却施設の建替えに向けて事務局を設置
し，施設の内容や，ごみ減量およびリサイクルの処理方法等を一体的に検討していきます。

資料２-２
石岡市・小美玉市・かすみがうら市・茨城町 ４市町 ごみ処理施設整備 アンケート調査
ごみ処理広域化の推進に向けて
平成２７年度から，石岡市，小美玉市，かすみがうら市，茨城町の４市町は協力してごみ処理
の広域化を推進しています。
これら４市町では，現在３つの施設が稼動しています。
（施設整備のイメージ参照）

これら３つの施設は，いずれも平成３２年までには稼動年数が２５年を経過します。焼却
施設は，供用開始から２５年を経過した時点で廃止している例が全国的に最も多いことから，
平成３３年度頃までに新施設の竣工を目指して検討する必要があります。
一方で，小規模な市町村が単独で多額の建設費がかかる新施設を整備することは困難です。ま
た，国では，人口減少やリサイクル推進により，ごみの量は減少していくことが予想されている
ことから，コストの縮減・省エネ・環境負荷の軽減を実現するために，老朽化に伴う処理施設の
建替えにあたっては，市町村に対し広域化することを求めています。
これらを踏まえ，４市町は協力してごみ処理施設の整備を検討しています。４市町が協力して
新施設を整備し，その後のごみ処理を一括して行った（＝広域化）場合，スケールメリットによ
り，建設費・ランニングコストを大幅に削減することが可能となります。

施設整備のイメージ

霞台厚生施設組合環境センター
(平成６年４月稼動，規模１２６ｔ/日
石岡市・小美玉市から出るごみを処理)

茨城美野里環境組合クリーンセンター
（昭和６１年３月稼動，規模７０ｔ/日
小美玉市・茨城町から出るごみを処理）

新 施 設

平成３３年度竣工を
目指して現在検討中

新治地方広域事務組合環境クリーンセンター
(平成７年４月稼動，規模１２０ｔ/日
石岡市・かすみがうら市・土浦市から出る
ごみを処理)

今回送付させていただいたアンケート調査は，４市町の住民のごみ処理に関する現状・将
来にむけてのニーズを把握し，ごみ処理広域化の推進に反映することを目的としています。
趣旨をご理解のうえ，アンケート調査にご協力をお願いいたします。

ごみ処理に関するアンケート
ごみの処理に関して、あなた自身、また、あなたがお住まいで行われている処理に
ついてどのようにお考えか、下記のアンケートについて、ご協力ください。
～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・ご記入にあたって～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・
アンケート調査表をお読みの上、あてはまる番号を回答欄にご記入ください。
また、その他等とご回答された方で、具体的な内容がございましたら設問の
その内容をご記入ください。

に

居住地をご記入ください。
市
町

大字

※大字地区名までご記入下さい。
番地は記入不要です。

Ⅰ．あなたご自身のことについてお尋ねします。
設問

回答欄

Q1. 性別について
①男性 ②女性
Q2. 年代について
①20代 ②30代 ③40代 ④50代 ⑤60代 ⑥70代 ⑦80代
Q3. 居住年数について
①1年未満

②1年以上5年未満

③5年以上10年未満

④10年以上

Ⅱ．日常のごみ処理についてお尋ねします。
設問
Q4. 普段から、ごみの減量化や資源化に意識して取り組んでいま
すか？
①積極的に取り組んでいる ②出来る範囲で取り組んでいる
③あまり取り組んでいない ④全く取り組んでいない
Q5. お住まいの地区の、ごみの分類や分別方法を知っていますか？
①よく知っている ②いくらか知っている ③あまり知らない
Q6. ごみを資源として分別回収することにより、売却収入を得ていることを
知っていますか？
①知っている ②知らない
Q7. ごみを細かく分けて、資源化することをどのように考えていますか？
①積極的に推進すべき ②ほどほどに推進すべき ③必要以上の推進は不要

回答欄

資料２-３
設問

回答欄

Q8. 可燃ごみは、通常、どのように処理（処分）していますか？
①ごみ集積所に出す ②処理施設に直接持ち込む
③その他の内容

Q9. 資源ごみ（カン金属、ビン、ペットボトル、古紙等）は、通常、どのように
処理（処分）していますか?
①ごみ集積所に出す ②処理施設に直接持ち込む ③民間事業者への回収
④その他の内容

Q10. 粗大ごみは、どのように処理（処分）していますか？
①ごみ集積所に出す ②処理施設に直接持ち込む ③戸別回収を依頼する
④その他の内容

Q11. Q10について、その頻度はどのくらいですか？
①年に数回

②月に数回

③週に数回

④その他の内容

Q12. ごみ集積所の利用についてお聞きします。現在の収集回数をどのように感じま
すか？
①満足

②やや不満

③大いに不満

Q13. Q12で不満を感じている方にお聞きします。何のごみですか？【複数回答可】
①可燃ごみ

②カン金属

③ビン

④その他資源ごみ

⑤粗大ごみ

⑥その他の内容

Q14. ごみの収集について、特に不満に感じることはありますか？ その内容を自由に
お答えください。

～質問は次のページに続きます～

Ⅲ．既存のごみ処理施設についてお尋ねします。
設問

回答欄

Q15. 既存のごみ処理施設の場所をご存知ですか？
3つの施設の内，場所を知っているものの番号をご記入ください【複数回答可】
①霞台厚生施設組合環境センター

②茨城美野里環境組合クリーンセンター

③新治地方広域事務組合環境クリーンセンター
Q16. 既存のごみ処理施設に直接ごみを持ち込んだことはありますか？
①定期的に利用する ②年に数回は利用する ③数年に1回利用する
④利用しない
Q17. 既存のごみ処理施設の設置場所について、日頃から不便を感じていますか？
①感じない ②少し感じる ③大いに感じる
Q18. Q17について、不便を感じる理由は何ですか？

Ⅳ．新ごみ処理施設の整備についてお尋ねします。
設問
Q19．新ごみ処理施設を整備するにあたり，地域への還元策（各種施設・整備など）
を実施する場合，少なからず税金も使用されます。
地域への還元策について，どのようにお考えですか？
①税金を使うなら還元策（各種施策・整備など）は必要ない
②税金を使ってでも施設を整備した地域には還元策が必要である
③どちらでもよい
④その他の内容

Q20.（石岡市，小美玉市に居住する方への質問です）
霞台厚生施設組合環境センターに隣接する余熱利用施設（白雲荘）を利用した
ことはありますか？
①定期的に利用する ②年に数回は利用する ③数年に1回利用する
④ほとんど利用しない

回答欄

設問
Q21.（石岡市，小美玉市に居住する方への質問です）
現在， 地方自治体では，人口の減少により公共施設の統廃合や見直しが進め
られており，老朽化した施設の更新に際しては，必要性の高い施設とそうでない
施設の取捨選択を必要とする時代を迎えています。
白雲荘は昭和54年に竣工を迎え，建設から36年が経過しており，運営を続ける
には維持管理費等の税金を投じ続ける必要があります。
これらを踏まえ，白雲荘の今後の運営について，どのようにお考えですか？
①税金を投じても運営を継続すべき
②税金は余暇施設よりも必要性の高い施設や事業に投じるべき
③どちらでもよい
④その他の内容

Q22. ごみ処理広域化により、ごみ処理に伴うコスト（税金）の縮減、省エネ、環境
負荷の軽減などの効果が期待できますが、ごみ処理広域化によるメリットの内、
もっとも重視・推進すべきものは何ですか？
①コスト（税金）の縮減

②省エネ

③環境負荷の軽減

④その他の内容

Q23. ごみ処理広域化により、処理施設が統合される場合、建設費や運営経費が大
きく削減できる一方で，一部地域の方は現在利用している施設よりも処理施設
が遠くなることが考えられます。
ごみ処理広域化により、処理施設が遠くなるとしたら、どのように感じますか？
①処理施設が遠くなっても不便はない
②処理施設が遠くなると不便だが、コストを削減できるなら仕方がない
③処理施設が遠くなるのなら税金を投じてでも不便を解消する対策を講じるべき
④その他の内容

Q24. ごみ処理に関して、感じていることを自由にお書きください。

～アンケートは以上です。ご協力ありがとうございました。～

回答欄

