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（２）自由意見のまとめ（主要なカテゴリー別） 

   具体的な内容の表記につきましては、一部の表現を除き、原文となっています。 

① 情報収集について 

情報収集についての自由意見（1/2） 

具体的な内容 

ごみ問題に関心がないわけではないが自らホームページを見たりして情報を収集しようとまでは思ったこ

とがありません。朝霞市の現状を知らないので、何のためにごみを減らすのかリサイクルが必要なのかがぴ

んときません。たとえばこのままごみが増え続けることで私たちの生活にどのように負担が増えるのかが分

かれば積極的に自分にできることを取り組みたいと思います。また１人１人にできることがあればそういっ

た情報が欲しいです。 
ゴミは分別しているが、時々出る家財、家具などはリサイクルにまで回していなかった。もう少しリサイク

ルプラザの情報を広めてもらいみんなが活用できる制度にしてもらえればと思う。 
市の取り組みを知る機会がない。インターネットでわざわざ見ようとも思わない中で、周知させるにはどう

したらいいでしょうか？全く興味がないわけではないので、もっと知る機会、環境があってもいいと思いま

す。リサイクルや分別なども人によって意識がちがうので、このアンケートの現状をもっと知らせて”ヤバ

イぞ”っていう意識を持たせるとか、なぜリサイクルや分別が必要なのかともっと情報を公開して広めると

いうことも必要だと思います。 
２０１３年４月より「小型家電リサイクル法」が施行されています。これは「都市鉱山」と呼ばれるパソコ

ン、携帯電話等を回収、リサイクル有効利用する為の法律と理解しています。朝霞市としてはこの法律をど

のように実施するつもりなのか情報がありません。是非、積極的に取り組んでもらいたいと思います。 
もう少し広報に詳しい情報を載せて欲しいです。知らないことがたくさんありました。 
引っ越してきたばかりで朝霞市のゴミの減量化やリサイクルの推進において知識として不十分なことが正

直あります。取り組みに積極的に協力することは良いことであると思いますが、いまいち市から得られる情

報の通達が不十分に感じられます。まだ知らないことも多いので、ゴミ問題や取り組みなどの情報を的確に

得られるよう、市には支援していってもらいたい。個人的な意見としては、携帯電話から情報を入手できる

ようになるということはとても興味深いです（アプリ開発等アイデアを広げて欲しい）。 
私は単身者で都内で仕事をしているため朝霞市にはただ住んでいるだけの状態です。自治会への参加もな

く、新聞を取っていないため、広報を手に取る機会もありません。当然、回覧板もありません。唯一公共の

情報を手に入れる方法はネットですが、朝霞市のサイトは少々見にくく重要な情報が探しにくいと思いま

す。スマホやタブレットでも情報を探しやすいサイトを目指していただきたいです。 
朝霞市へ来てあと 3 ヶ月ほどで 1 年経ちます。とても住みやすいと感じ取りますが、最初、リサイクルマ

ーケットやフリーマーケットがない!?と思ってしまいました。おそらく情報を獲得していなかった自分もい

けないと思いますが、それでも少ないと家内の意見です。厳し過ぎるのはどうかと思いますが、何故か小学

校、お寺や神社の広場、公園、または企業の駐車場でフリーマーケットがよく行われていたそうです。広い

ところでは、作家さんもお店を出していたり、吹奏楽があったりと楽しいイベントになっていたとか。子供

が多いですし、このような賑わいがあっても良いかなと思います。 
設問によりですが、パソコン等無い家庭も少なからずあると思います。ホームページを見てとありますが、

見ることができないところもあります。「ホームページを見て」と頼むのではなく、歩いてポストに入れる

とか情報流して欲しい。18 年くらい前は広報あさかをちゃんとポストに入れてくれていたのに、1 年ぐら

いしか続かなかった。今は情報を知る術がないです。 
転入して間がないのでいろいろ情報を吸収していこうと心がけています。市内道路は各御家庭の方々がいつ

も清掃して下さりきれいだなあーと感心の念でいっぱいです。環境の安心安全のポスター等とてもいいなー

と感じています。 

朝霞市に住んで 20 年です。市内はずいぶん変わり、とてもきれいになりました。ゴミの放置など、私の生

活圏の中では、ほとんど見られません。やはり、ゴミに対する意識が高まっていると思います。それには情

報が第一です。これからもゴミの減量化、リサイクルをめざし、色々な情報をしっかり受け、市民として協

力します。また、小さい頃からのゴミに対して、学習する事が、もっと大切だと思います。ゴミの問題（減

量化、リサイクル）が、当たり前として、考えながら生活したいと思います。 

リサイクルプラザの存在自体を知らない市民もいる。より多くの市民に知ってもらい、活用し、ネット上に

載せたりして情報を共有する。無料であげますなど多くあってもいい。 

知らない情報もありましたので、市からの情報をもっと分かりやすく知りたいと思います。 
広報を月 2 回から月 1 回にして、スマートフォンやインターネットをもっと活用して欲しい。 
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情報収集についての自由意見（2/2） 

具体的な内容 

この度市民アンケート調査の機会を得、改めて「資源リサイクルや環境情報」を朝霞市ホームページで見ま

した。環境への意識を高めるため、朝霞市の施策に興味を持てるよう、「環境関連の特集ページを設ける」

「朝霞市ホームページのトップページに環境関連のページへの直リンクを置く」など、目を引く工夫をし、

環境施策を重視している姿勢を示してほしいと思います。例えば、クリーンセンターの見学や環境ボランテ

ィア活動やイベント等を通じ、環境に関する情報提供・学習会・情報交換の場をさらに提供してほしいと思

います。また、協議会等を通じ、市民や事業者から幅広く意見を取り入れる場を作り、環境施策に反映して

ほしいと考えています。 
情報を得る手段がない。HP は快適に見れる環境にないし、公報等も駅やコンビニにおいてある時以外は見

ることができない。公民館にあったとしてもサラリーマンの利用できる時間ではない。リサイクルプラザ等

も平日は利用できないし、交通手段もない。休日にわざわざ行こうとは思わない。たとえば駅併設でいつで

ものぞけるというような環境なら利用できるかも。 
燃えないゴミを回収してもらえないことがあるが、その理由が分からず困ることがある。ゴミの分別、処理

の仕方を市にはもっと詳しく情報提供してほしい。 

 

≪意見のまとめ≫ 

 ○ごみ問題や市の取り組みなどの情報を得たいという意見がある一方、市のＨＰや広報

資料にはあまり目を通さない、という意見が寄せられている。 

 ○ごみの減量化、リサイクルに関して市民は日常的かつ容易に情報を入手したいと考え

ていると思われる。 

○携帯電話、スマートフォン、インターネット、アプリ開発など情報媒体の活用を提案

する声も挙げられている。 
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② ごみの出し方（マナー、カラスの被害等）について 

 

ごみの出し方についての自由意見（1/2） 

具体的な内容 

高齢化が進み、町内会を退会する人たちが増えています。退会された方々には回覧板、広報などが配布され

ずゴミの出し方も自己流になりつつあります。一例、ペットボトル  キャップ、ラベルは残り中身もそのま

ま。ゴミに関するすべての資料は大変でしょうが各家庭に必ず届くようにしてください。資源ゴミ(新聞、

段ボール)集荷前に個人車がもっていくようです。何か方法を考えて下さい。 
ゴミの出し方、分け方、ルール表示が古いものでいつ変わったかよく分からないのでもっと徹底して欲しい。

新しいものに張り替えて下さい。 

ワンルーム（単身者）のアパート、マンションのゴミの出し方が徹底されていない。個々の問題かと思いま

すが、ゴミ置き場に曜日に関係なくゴミが出されているのを見かける。 

私の住んでいる岡一丁目には自治会や町内会がありません。そのため、広報やゴミの出し方、分け方等の身

近な情報源に欠けていて、不便な思いをしています。そのため大きな薬局や書店、ファミレス等にもそれら

の冊子を置いて頂けると非常にありがたく存じます。 

カラスがいたずらしたりすることが多く大変！困っております！道にまでゴミがちらかっておりますので

もう少しゴミ回収 BOX をふやして頂きたいと思います。 

ごみ集積場で毎回出す人達のマナーが悪い為カラス等に荒らされ、道にごみが散乱している。同じ場所で毎

回です。市の指導が必要かと思います。朝のごみ出し状況を確認し、市の担当者は自分の目で見て判断して

頂けたら幸いです。 

週 2 回生ゴミ収集に使っている網、カラスがつっつくので考えて下さい。網目細かくするとか。 

カラスによるゴミのちらかしが多いので夕方などのゴミ収集も検討してほしい。 

都内から引越しをしてきて 1 年経ちます。共益費がないことでアパートに住居する中、町内会の仲間に入

れていただきゴミ当番を携りながらゴミを出しております。毎週感じますことは、マナーの悪さです。分別

も全くしておらず、カラスにゴミを突かれ道路にゴミが散乱。分別できず取り残されたゴミの数等。とにか

く、近隣の方々のごみ出しのマナーの意識のなさには、憤りを感じております。行政が力を注ぐことは大切

ですが、一人ひとりがもっと環境について考え、意識していただけたらとの思いです。東京都内はこのよう

なことはありませんでした。 

可燃ゴミの日のカラスの被害やゴミの散らかりが多い。 

生ごみの件、我が家の周りにはカラスが来てゴミ袋を破くので被せる網にもう少し工夫してほしいです。私

たちも網の回りに持ち上げれないようにして気をつけていますが、カラスは利口です。 

ゴミの収集場所は道路上のため、交通事故を誘発する恐れがあり、大変危険な状態である。また景観上も見

苦しく、特に生ゴミの日は、ネットがあってもカラスが袋を引っ張りだし毎回生ごみが付近に散乱している。 

集合住宅のように、地区ごとに収集小屋（鍵付き）の設置を強く望む。 

最近、カラスによる生ゴミ荒しに困っているので具体的な対策方法を市で検討、PR してもらえると嬉しい

です。 

ゴミ袋に、氏名を記入する方法等ないのでしょうか？マナー違反で収集されず何日も置きっ放しのゴミを見

かける事もあります。ネコやカラスのゴミ散乱等もなくなり、前日から出さなくなったりもするのでは…。

中身が見えないようなゴミ袋を有料化にして、氏名記入にし、そのゴミ袋しか収集せず、その袋の収入を財

源確保とする案を提案します。 

ごみ有料化するのであれば、ごみの出し方も指導してほしい。最近特にカラスによる、生ごみの散乱が目立

っている。外観を損ねているので何とかしてほしい。ネットだけでは無理がある。 

カラス対策用のゴミ保護ネットを配布してほしい。不足している。 

特に、生ゴミ回収、及びプラスチックゴミの出し方をもっと、市民に周知してほしい。回収日に、回収場所

に、ポンと置けば良い…という意識の住民が多いように感じる。また、カラス防けのゴミへの網を、使用し

ていない所もあるので、徹底して欲しい。お金はかかってもカラスの嫌うゴミ袋の開発など試験的に行うな

ど取り組んでほしい。空地ができるとすぐマンションやアパート（特に単身者向け）は、管理徹底を家主に

指導するなどしてほしい。罰金制を導入しても良いと思う。タバコのポイ捨ても、非常に多い。最悪なケー

スは排水口に捨てる中高年の男性をよく見かける。単にゴミ問題だけではなく、市のクリーンは地球のクリ

ーンにつながるのではないでしょうか。 

外国人には少ししつこいくらいにゴミの出し方について市へ転入した時に説明してほしい。 
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ごみの出し方についての自由意見（2/2） 

具体的な内容 

朝霞市に転入してきて、ゴミの出し方やゴミの仕分けについて詳しく書かれていたので、すごくいいと思う。

人によっては、あまり見ない人もいると思うので時々、広報誌に掲載し、啓発すると市民の意識づけになる

のではないか。実家の市町村ではゴミの分別が非常に細かいので、分別の徹底ができれば、さらにゴミは減

るのではないかと思う。 

自分自身ががんばっても若者（10、20 代）のマナーのなさが目にあまる。学校でボランティアやリサイ

クル活動をもっと推進して欲しい。 

自治体が取り組んでも個人のマナーが低下している今、教育の場で小さい時から教える事も必要であると考

える。今、我々が居住しているマンションでも、この問題は大きなテーマとして取り組んでいる。 

アパート専用のゴミボックスに道路を歩いている人や近くの人が、ゴミボックスのそばにゴミを捨ててい

く。アパートの人は規則を守っているのに迷惑です。マナーが悪い。自分のごみがなくなれば、どこに捨て

ても良いという考えが問題です。市民にこのような人がいると思うと不快です。ゴミ問題が改善されること

を期待します。 

マンション住まいですがマナーを守らない方が多く困っていますので、朝霞市のルールを他県から来た者に

はわかりやすく、用紙を配布していただきたいです。 

 

≪意見のまとめ≫ 

 ○カラスによる生ごみの散乱の被害に関して、対策用の保護ネットを工夫してほしいと

いう意見が多数寄せられている。 

 ○他地域からの転入者や外国人に対して、ごみの出し方の周知の徹底化を要望する意見

がある。 

 ○アパートやマンションでの単身ひとり暮らしに対して、ごみ出しのマナーの悪さを指

摘する声が多く寄せられている。 
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③ 地域リサイクル活動（集団資源回収）について 

  

地域リサイクル活動についての自由意見（1/1） 

具体的な内容 

ペットボトルのキャップを別にして集めている。それを集めている友人に渡している。町会の集団資源回収

に出そうと思う時があってもよくわからず（日程他）仕方なく他の回収に回している。 

ゴミ問題についてもっと積極的に取り組む必要があると思っていますが、集団資源回収などの活動には、な

かなか忙しくて参加できません。 

リサイクルに関する資料は手元にないがあるのであれば（不用品をどうしたら良いのか、集団資源回収等含）

もう少し発言を増やすなどしてほしい。 

問 18～20 の地域リサイクル活動がよくわからない（内容・実地等）。朝霞市は小さな子どもが多く、又

人口も増加していると感じるので、出来るかぎり、子どもに配慮した（親の立場に立った）町づくりを今後

もお願いしたい。 

学校でボランティアやリサイクル活動をもっと推進して欲しい。 

行政と地域（自治会など）が一体となったリサイクル活動の推進や学校教育でのリサイクル活動の推進を行

ってほしい。 

 

≪意見のまとめ≫ 

 ○≪全体編≫の問 18、19 の集計結果にも反映されているが、地域リサイクル活動を活用

している市民は少ないようである。 

 ○自治体や学校教育の場でのリサイクル活動の推進を要望する声も挙がっている。 

 



 

122 

④家庭系ごみ有料化について 

  

家庭系ごみ有料化についての自由意見（1/4） 

具体的な内容 

ごみ有料化など進んでいる市がある中で、まだまだ娘の住んでる市はごみの分別がほとんどなく回収されて

いる市があります。朝霞市は分別されて出さないとゴミを回収されないと結構厳しいので皆さんごみ処理は

協力的だと思います。何でもかんでも有料化になると住みにくい世の中になると思います。 

家庭用ごみの有料化については分別が出来ないような人が多ければ導入せざるを考慮しなければならない

が各家庭で努力をしてゴミの減量が出来ているのなら無料のまま続けるべきだと思う。 

朝霞市で焼却した灰の処分に多額の経費を使っている事を広く問題意識として PR を行った方が良いと思

います。ゴミ廃棄を有料化しても一時的に減少はするが長期的な面では変わらないと思います。 

ゴミの有料化は不法投棄の原因にもなり不浄な社会になりかねないので反対します。 

青梅市出身です。東京都青梅市はかなり以前よりゴミ有料化しています。以前は町中にダストボックスがあ

り、いつでもどこでも自由にすきなだけゴミを出せた。結果、マナーは悪く悪臭はただよい業務ゴミまで出

す者もいた。現在朝霞市でも実際ゴミの出し方はかなりひどい方だと思う。曜日はムシ、時間もムシ、有料

化は嫌だと思う。けれどゴミは確実に減ります。出し方の意識も絶対変わります！ゆくゆくは自分達市民の

ためになります。 

有料化は不法投棄を増やし他のトラブルを招くので実行する場合は対策を考えてから実行すべき。資源ゴミ

をいつでも出せる環境を作って欲しい。部屋やベランダに置く場所がなく家で保管できない時がある。 

ごみに関心はありましたが、ごみ問題は知らなかったので自分の出来る事はもっと積極的に取り組んでいき

ます。ごみの有料化はやめてほしいです。おねがいします。 

私は 76 才になる老人でこちらへ来て１年近くになります。東京（大田区田園調布）より越してきました。

ゴミ問題はいずれも同じです。ごみ処理の有料化大賛成です。やってみないといいかはわかりませんね。思

いきって有料化を考えて下さい。何かわからないが必ず結果がでます。 

現在ごみ置場のそうじは一番近い２軒でボランティア的に行っています。有料化するとマナーの悪さがます

ます高じるのではないかとの心配もあります。それぞれの意識の向上やわかりやすい説明など徹底してほし

いです。最近はガーデニングを趣味にしている人が多いと思いますがマンションに住んでいたり自宅の庭が

狭いなど園芸土の廃棄に困っている人は多いのではないでしょうか。町内会そうじの当日などに捨てにくい

ものを回収するようにしてもらえると不法投棄物等が減るのではないかと思います。 

ごみが有料化されると不法投棄が増えるような気がするので反対です。すでに大型ごみ等が集積場所に勝手

に置かれたりして迷惑しているので通常の一般ごみまでが不法に捨てられるのかと思うとうんざりします。 

個々のゴミを自分で処理出来ない以上、少しでもゴミ置場の整理整頓が出来るように有料化するのもいいと

思います。が、今でさえ決められたゴミ収集日及び収集場所以外にポイ捨てする人が多々いる以上難しいの

かと思います。 

ごみ処理を有料化すると街に捨てる人が増えると思います。道路の清掃も頻繁に実施して下さい。 

ごみ集積所について。現在住んでいるマンションは、常設の集積所がある為、曜日に関係なく捨てていく（置

いていく）人が多く集積所内が“汚れ”がち。住人の意識の問題だと思うが、やはり集積所内が汚れている

とあまり立ち入りたくなくなる！次の人、その次の人の捨て方（利用法）も乱雑になるのではと思う。ひい

てはごみ問題に興味を持たない方向に行くのではと思う。朝霞市内に最終処分場がなく多額の費用をかけて

他市に処理をお願いしているのであれば、今後、有料化は止むを得ないと思う。むしろ有料化により少なく、

きれいな状態のごみ袋が出されるのであれば結果的には良い事だと思う。 

朝霞に越してきて２年。以前住んでいたところはゴミは市の指定袋に入れて出していた。ゴミ袋は有料で、

しかもそんなに安くなかったので朝霞に来て、ゴミ出しにお金のかからないことに驚いた。ごみ処理の有料

化は反対ではないが分別ごみ（缶やペットボトル等）を売却して利益がでていると思うので分別ごみ売却の

利益とごみ処理にかかる経費を比較して表などにして知らせてほしい。その上で有料ごみ袋の価格を設定す

ればよいかと思う。 

ごみの分別にはかなり気をつけていたが「減量する」という意識は低かったように思う。ごみを有料化して

も免れようとする人は必ず出てくるし、単身型の集合住宅だとごみを出す時間がバラバラなので、ごみの集

積所が今よりも荒れるのではないかと思う。人は教育によって変わるので、大人にも子供にも繰りかえし教

育していくことで時間をかけて状況は良くなっていくのではないかと思う。 

相応の市民税を支払っているのだから通常の生ゴミ、資源ごみの処理を有料化すべきではない。 

問 23 についてゴミの有料化の値段次第では導入してもよいと思います。 
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家庭系ごみ有料化についての自由意見（2/4） 

具体的な内容 

（時に若い人や独り暮らしの男性）ひとり暮らしだし金銭的な余裕もありません。生活系ごみの有料化は困

ります。お金を取らないで減量化できる方法をまず考えてほしいです。 

問 21 にあるようにクリーンセンター更新に向けても含め、ゴミ処理の有料化は導入すべきと考える。また

排出時に徴収するのではなく、住民税等のような形式で収入割合に応じた徴収であれば、徴収漏れや逃れが

なく公平にできると考える。その時、市としての費用の使い道を明確にして欲しいと考える。 

生活系ごみの有料化はやめて欲しい。粗大ゴミや回収できないようなゴミの取り扱いだけ有料であるべき。 

朝霞市の現在のごみ行政に特に問題は考えておりませんでしたが、問題があれば広報等で知らせていただき

たいです。ゴミ処理の有料化等はもちろん反対ですし、レジ袋をもらわない運動はレジ袋の有料化になって

しまい反対です。朝霞の場合、レジ袋でゴミが出せますのでレジ袋は有効に使用されてますし、大変良いリ

サイクルと思います。いつの間にかレジ袋有料化、ゴミ袋の有料化にならないよう希望します。 

ゴミ有料化も良いとは思いますが、それによって不法投棄が増えることは想像されますので、不法投棄が減

る対策も必要だと思います。 

家庭系ごみ有料化について、何でも有料にすれば良いというのは安易な考え。他市が有料化してもあくまで

他市は他市。税金も上がる中、何でも有料にせず、その他取り組みで解決できるよう知恵を絞るべきでは。

有料化しなくてもスムーズに対応できるスマートな朝霞市を目指し全国のモデル市となれるよう願います。 

有料化はすべきだと思うが、不法投棄が増えると思う。この対策をどうするかという問題。分別できない人

への罰則を強化すべき。 

ゴミ処理の有料化にすると放置する人が出てくると思う。皆が常識的な人ばかりではないので。また有料化

は問題ありと思う。 

子供がいる家庭では、どうしてもゴミが出てしまいます。その生活系ごみごみを有料化するとのことは、と

ても負担がかかります。他が有料化しているから、朝霞市も有料化するのではなく、朝霞市は独特のやり方

で市民に負担がかからないようにしていただきたいです。 

ゴミ袋（大）の有料化もいいと思います。 

ゴミ問題についてもっと積極的に取り組む必要があると思っていますが、集団資源回収などの活動には、な

かなか忙しくて参加できません。意識の問題だとは思いますが、有料化することである程度強制力が出れば、

その意識を高めることができるので有料化の導入も今後必要だと思います。 

ゴミの有料化となれば、置き場以外に捨てる人がいると思う。コンビニなどのゴミ箱に生活系ごみを持ち込

む事も増える。朝霞市のごみ処理費用が一人当たりどれくらいかかっているか数値で知らせ、各個人が処理

費が減るように努力する気持ちを持たせる。どういう努力をするとどれほど処理費が掛からなくなるのかわ

かりやすく知らせる。ぜひ取り組もうという気持ちにさせてください。 

問 23 に関して、ごみ処理経費負担を考えると有料化も必要かと思いますが、例えば 1 ヶ月いくらと一律

にされるとわずかな年金の一人暮らしの私などはほとんどゴミを出さないので、負担になるので、私の経験

している神戸市のように「燃えるゴミ」「燃えないゴミ」「プラスチック容器」の袋を市が販売して、その

袋代金に「ごみ処理手数料」を入れたらいかがでしょうか。そしたらめちゃくちゃにゴミを捨てないし、量

も減ると思います。 

家庭系ごみ有料化について、赤ん坊など小さい子供がいるとおむつなどどうしてもゴミが増えてしまう。 

ゴミの有料化は反対です。不法投棄とかゴミ置き場に回収されないゴミが増えるのではないかと思います。 

問 23 の生活系ごみ有料化はありえない！大反対です！ 

黒目川沿いの不法投棄が気になる。ごみ処理有料化は慎重に考える必要があると思う。不法投棄が増える。 

ごみ処理有料化について、埋立場、処理についても費用が発生することで有料化を進めていかなければなら

ない状況があるということは理解ができます。ただ、ゴミには個人情報が多く、個人名が判別できるような

収集方法は絶対に避けていただきたいと思います。 

自分がどれくらいの排出量なのか各々がわかれば良いですね。一定量以上有料化すればゴミは減る。（年単

位でも良いと思います）本当は毎回はかって kg 表示のシール等見れれば、かなり変わると思うのですが…

反対に年間何 kg 以内なら市から粗品的なものを出すとか。 

ゴミの有料化は経費負担の公平性は確保できるが袋の値段によっては減量につながるのかは疑問。 
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家庭系ごみ有料化についての自由意見（3/4） 

具体的な内容 

問 23 の有料化で他の自治体の成果分析を知りたい。 

ゴミ処理の有料化を実施している他区に勤務しています。有料化されると中に不法投棄される方も多くお

り、逆にその始末に多額の費用をとられてしまう実態があります。現在でも粗大ゴミやリサイクル費用のか

かるテレビ、エアコン、冷蔵庫等が市内の空き地や河川敷等に不法投棄されている現状を目にすることがあ

ります。現在の分別やリサイクルには市民のみなさんが協力的に取り組んでおり、自治会でも主体的に実施

しています。行政の側がわかりやすく働き掛けていくことで、より有効なごみ処理政策を実施できると思い

ます。一旦有料化すると、システム変更には膨大な費用がかかり、後戻りできなくなるため熟考が必要と思

われます。 

ゴミ袋の有料化は有効な手段と思います。以前住んでいた所沢市のクリーンセンターはゴミ処理場のイメー

ジが一新されました。参考にしてほしいです。 

中身が見えないようなゴミ袋を有料化にして、氏名記入にし、そのゴミ袋しか収集せず、その袋の収入を財

源確保とする案を提案します。 

ごみの排出量があまりに多く、市や県も大変だと思いますが、リサイクル施設（税金を投入していると思い

ます。）が、きちんと稼働し（新しく作るよりもリサイクルの方がコストがかかる事は分かっています。）

適切な価格でリサイクル資源が市場に流通し、成果を上げているのか、不透明だと思います。この現状を市

民にしっかりと認識させた上でのごみ処理有料化と思います。 

生活系ごみの有料化が行われると川へごみを捨てる人や不法投棄が増えると思うので反対。 

地域ごとにゴミ当番を決められているので高齢者も多くなってきて身体的に無理になってきている。適当な

有料化になっても各戸口収集にしてもらいたい。 

ごみの有料化は反対です。モラルのない人は、ゴミを様々な所に捨てていくと思います。費用負担をどうす

るかは、税金にて対応するのが良いのではと思います。 

問 23 のごみ有料化についてですが、量の多さ少なさを個々に識別することは大変だと思いますが低料金で

あれば一律でも良いかと思います。 

有料化に反対ではありません。費用も負担するつもりです。しかし、市の実情を今回初めて知った１人とし

ては、PR 活動が足りないと感じています。またこういった道徳的な問題は、初等・中等教育で地道に養わ

れていくものであり、引き続き教育の現場で力を入れて行っていただきたい。 

ごみを有料化にすると、不法投棄が増えると思います。河川近くに、家電等の有料ごみが多く捨てられてい

るのをご存知ですか。 

【ゴミ袋有料化の実例に気づくこと】生活系ごみの有料化を導入している自治体は、全国の 6 割にのぼる

と聞きます。知人の住む地域でも、導入後はゴミ量が減っているそうです。つまり、人々はゴミ料金を減ら

すために、ゴミ量を減らす努力をするようになるのです。ゴミになるようなものは買わない、ものは最後ま

で使い切る、要らないものは必要な人に譲るなどを実行します。結果的に、３R（リデュース・リユース・

リサイクル）を実践し、「循環型社会の形成」できる基盤を作ってしまうのです。生活系ごみの有料化は、

ゴミ処理費用を徴収する効果だけではないことに驚きました。 

過剰にゴミを出しすぎるのは問題だが、有料化は反対。公共サービスとして無償でやるべき。公共サービス

としてやってもらうのだから、それに応じて我々も負担をするべきところはある（分別の徹底、処理場、処

分場建設に対する理解など）。 

有料化にしたら、個別回収して欲しい（ゴミ集積場へゴミを運ぶのが負担だし、ゴミ当番なども次第に大変

になってきたので）。 

朝霞市の現状を知ろうとしていなかったので、ゴミ処理費の負担増や、このまま、ゴミの量が増加すれば、

有料化もあり得ることを周知徹底された方が良いと思う。誰しも、無料を好む傾向はあるが、財政を圧迫し

ているなら、負担は、仕方ないと思う。 

ごみ処理の有料化＝ごみの減量には疑問を感じます。役所のみが孤軍奮闘するのではなく、企業、町内会、

マンション管理会社組合、アパート経営者を通じて（活用して）住民の意識を高める取り組みも必要かと思

います。 

将来を考え 1 人 1 人のエコに対する考えを高めていかなければいけないと思います。最終処分場がない事

を知り、財政に無理があるならば有料化もやむを得ないのではないでしょうか？ 

公園近くに住んでいるので、有料化すると公園への不法投棄が懸念されるので、他の自治体での例を良く検

討して欲しいです。 

有料化には納得できない。有料化にせざるを得ない状況をしっかりと皆へ告知すべきではないか？ 
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家庭系ごみ有料化についての自由意見（4/4） 

具体的な内容 

他県（市）では、ゴミ袋の有料化になっているが朝霞市では有料化をしてほしくない。コンビニ、スーパー

等のゴミ箱に勝手に捨ててしまい問題になる事が考えられるし、ギリギリの生活をしている家庭では捨てた

い物も捨てれずになってしまう。まだしばらくは様子を見てほしい！ゴミ袋有料化だと、アパートに住んで

いる若者などがゴミの日以外にもかってにゴミを捨ててしまうことも考えられ、住民としては注意しても直

らないため！もう少し様子を見ていただけると助かる。 

子育て中の家庭では、オムツを始め生ゴミ類が多く出るので、ゴミ排出量に応じた課金制度は少子化対策を

必要とする社会のニーズに逆行します。この点をカバーした有料化なら検討の余地がある。 

今の段階では生活系ごみの有料化はむずかしいと思う。昼間、市内にいないので（働いている）市内のこと

が良くわかっていないことを再認識しました。 

問 23 は、有料化で不法投棄が増えると思うので「４、ごみの減量化、リサイクルなど他に取り組むことが

できるのであれば導入すべきでない」を選択した。不法投棄が防止できれば有料化すべき。 

我が家は南風が吹くと近隣の家の（特に昔から何代も続く農家）大きな木の落ち葉がたくさん飛んできます。

その他、リサイクル資源のビニールゴミ、台風の時などにゴミ袋３～５袋その度に出しています。ただ有料

化にするのは乱暴な気がします。ゴミの軽量化につとめ、自分の家のゴミは１袋なのに人の家から飛んでき

たゴミが３袋、それを我が家が負担しつづけなくてはならなくなるのでしょうか。掃除させられるだけでた

くさんです。自分の家のゴミは喜んで有料化しても協力します。 

ごみの量が多い＝意識が低いということではないので有料化は避けて欲しいと思います。 

今年の 3 月までは長野市に住んでいましたので、ゴミ処理については有料でした。（ゴミ袋有料指定で値

段は生（燃える）＞プラ＞不燃でした）やはりゴミ袋自体有料で袋も大きければ大きいほど高かったので、

燃えるゴミは少なく、プラのものはちゃんとプラでという意識は自然とついていったので有料化にすれば可

燃ごみは減り、分別も今よりキチンとされるのかなぁ…と思います。 

単身者の多いマンションに住んでいます。入れ替わりも多いようです。自分では分別もしていますし、ペッ

トボトルもラベルをはがし、キャップを取って出していますが、そのままの人、飲み残しをそのまま出す人、

大きなゴミ袋に分別することなくすべて入れて出している人、ペットボトルもプラスチック等すべて入って

います。常識的な事ができない人がいますので有料化を考えても良いのかなと思います。 

 

≪意見のまとめ≫ 

 ○集計結果と同様、「導入すべきでない」という意見が多く寄せられた。理由としては、

有料化により不法投棄が増えることが最も多く懸念されている。 

 ○「条件付きならば導入してもよい」に相当する意見として、ごみ処理の負担額が安け

れば有料化を導入しても良いとする意見も寄せられている。また、負担額は一律では

なく、ごみの量に応じた制度（ごみ袋）にしてほしいという意見があるなか、乳幼児

のいる家庭はおむつの処理などでごみの量が多いため、負担が大きくならないか心配

する声も挙げられている。 

 ○有料化はごみ処理のマナーに通じる道徳的な問題だとして、小中学生などの次世代へ

の教育の取組みを希望している意見もある。 

 ○「しばらく様子をみるべき」に相当する意見として、有料化を実施している市町村の

成果や実績を参考に検証すべきとの意見も寄せられている。 

 

 

 

 



 

126 

（３）その他意見のまとめ（設問別） 

① ごみの減量化について 

問１２ ごみの減量化について日頃あなたが取り組んでいることはどんなことですか？ 

 

その他意見 

性別 年齢 「その他」の具体的な内容 

女性 50 歳代 
再利用できるものは分別を細かくして出している。例えば、お菓子の箱とかティッシ

ュの箱など、分けて紙を出している。新聞は販売店の回収に出している。 

男性 60 歳代 町内会のアルミ缶等の回収に協力している。 

女性 50 歳代 ゴミの分別を徹底している。 

女性 30 歳代 プラごみ（ビニール袋等）は畳んでテープ止めしたりして小さくして捨てている。 

女性 30 歳代 子供の学校のリサイクル回収に協力している。 

女性 70 歳以上 綿の衣類は細く切り、油等の処理や洗剤で洗う前に拭き取る用に使っている。 

女性 70 歳以上 生ごみ堆肥は、平成 6 年より畑作りに利用している。 

女性 30 歳代 物を長く使用する。人から譲ってもらう。 

男性 70 歳以上 ディスポーザーの許可を希望します。近隣市では導入されています。 

女性 60 歳代 子供会に紙・雑誌・缶・新聞・布・ダンボールなど、資源回収の協力をしている。 

女性 60 歳代 
プラスチック、ビニール等はなるべく小さくして、セロテープなどで止めるようにし

てごみを小さくしている。 

女性 40 歳代 紙類は全てリサイクルへ出している。 

女性 30 歳代 野菜の皮むきはなるべくしないようにしている。 

男性 40 歳代 マンションのリサイクル運動に協力している。 

女性 70 歳以上 生ごみの水切りや乾燥を徹底している。 

男性 30 歳代 家具・家電品は友人に再利用してもらっている。 

 

≪意見のまとめ≫ 

○女性は家事（料理）の過程で、工夫をしている例が見られる。 

○町内会や子供の学校など、グループ単位での資源回収を利用している例が見られる。 
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問１３ 問５で「３ 親と子（２世代）」「４ 親と子と孫（３世代）」と回答した方で、

お子様（中学生以下）のいらっしゃるご家庭の方におたずねいたします。ごみの減量

化についてお子様に実践するよう促していることはありますか？ 

 

その他意見 

性別 年齢 「その他」の具体的な内容 

女性 20 歳代 
子供が乳児のためまだやっていない。いずれは選択肢 1、買い物袋の持参や店頭回収

への協力 と 2、資源物の分別（ごみの分別）に力を入れたい。 

女性 70 歳以上 家族全員がごみの減量を考える生活。フリーマーケットへの参加。 

女性 40 歳代 使わなくなったおもちゃや本など、利用してもらえる所へ寄付する。 

女性 30 歳代 物を大切に使うようにしている。 

 

≪意見のまとめ≫ 

○20 代の女性から、子供の成長に合わせてごみに対する実践行動を考えている意見が目

を引いた。 
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問１５ ごみの減量化のために、市はどのような取り組みをすべきだと思いますか？ 

 

その他意見 

性別 年齢 「その他」の具体的な内容 

女性 30 歳代 選択肢 8、の有料化はしない方がいいと思います。不法投棄が増えるだけだと思います。

女性 20 歳代 市内のスーパー等への働きかけ。 

女性 40 歳代 
ペットボトルを回収する機械にペットボトルを入れると本数に応じてポイントが貯

まる、ということをしている店が全国にはあるらしい。そういうのがあると嬉しい。 

女性 40 歳代 生ごみを畑の一部などに共有化できる簡易な堆肥処理場などを作ってみてはどうか。 

男性 70 歳以上 プラスチック類の分別の知識を普及させる。 

男性 70 歳以上 
食器のトレー使用をできるだけ止めてもらう。何もかもトレーに入れてきれいに見せ

ているが、無駄ではないか。 

男性 60 歳代 生ごみの処理を町内会で PR し、実現化に向けてアドバイスの強化をする。 

女性 50 歳代 資源ごみは市（市←販売メーカーが負担）が買い取る。ペットボトル 1 本 5 円とか。 

男性 30 歳代 具体的なごみ減量の方法を例示すべき。 

女性 30 歳代 
特に子供達（小学生）に対してごみの教育をする（大人は変わらないので）。溝沼地

区は実施しているところあり。 

女性 60 歳代 ごみ処理機を各家庭でもっと購入できるように、市の負担を多くして欲しい。 

男性 30 歳代 学校での学習機会を増やす。→家庭内で実践 

男性 60 歳代 
ゴミ袋の色別。例：赤（ビン）、青（燃えないごみ）等、袋を購入して、それに入れ

て出すようにしてはどうか。九州の実家の方で実施している。 

女性 40 歳代 リサイクル資源をどのように活用しているか、成果を公表した方が良いと思います。 

男性 50 歳代 
リサイクル分別基準を明確にしてほしい。「廃プラは清掃したもののみ」と言われた

ことがあるが、歯磨きチューブなど内部を洗えないものは廃プラに出せないのか？ 

女性 40 歳代 もっと情報を配信してほしい。ホームページや市の資料は時間がなければ目を通さない。

男性 30 歳代 より性能の良い焼却炉にする。 

女性 40 歳代 
小中学校でごみの減量化、環境教育を徹底すべき。ごみを出さない大人に成長してほ

しいです。 

女性 40 歳代 ごみ分別についてもっと分かりやすくしてほしい。 

女性 70 歳以上 ごみ袋の有料化や、小学生などの子供達にごみをむやみに捨てない教育をする。 

男性 40 歳代 教育の場などで、子供の頃から教えてあげてほしい。 

女性 60 歳代 次世代の子供達（保育園・小中学生）への環境学習を強化するべき。 

男性 30 歳代 市の広報を紙で作らない。 

女性 60 歳代 資源回収ボックスはスーパーに置くよう義務づける。 

 

≪意見のまとめ≫ 

○小中学生などの次世代への教育の取り組みを希望している意見が多い。 

○身近なスーパーなどへの働きかけを提案している意見もある。 

○ごみの減量化や分別について、より具体的なやり方の提示を求める意見も寄せられて

いる。 
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② 不用品の再使用について 

問１６ あなたは不用になったものを、どのように再使用していますか？ 

 

その他意見 

性別 年齢 「その他」の具体的な内容 

女性 70 歳以上 マンションの自治会でまとめて回収してもらっている。 

女性 40 歳代 古本屋を利用している。 

男性 50 歳代 ネットオークションに出している。 

男性 70 歳以上 

不用品も未使用品またはそれに近いものでないと再利用の機会がほとんどない。自宅

前に「御入用の方はお持ち帰り下さい」と書いたカードを添付して展示するが、あま

り再利用してもらえない。 

女性 70 歳以上 

選択肢の 1、朝霞市リサイクルプラザ（エコネットあさか）や 2、市のリサイクルシ

ョップ（エコネットあさか内）について知らないため、資源ごみの日に少しずつ出し

ている。家具など引き取って欲しいと思っている。 

男性 30 歳代 ネットオークションに出品している。 

男性 40 歳代 子供の靴をアフリカに送る活動に年に 1 度出している。 

女性 70 歳以上 
衣類は 30cm 位に切断して、フライパンの油や鍋のカスを拭いている。家具等は工

事の人や大工さんに引き取ってもらっている。 

女性 60 歳代 
選択肢の 1、朝霞市リサイクルプラザ（エコネットあさか）や 2、市のリサイクルシ

ョップ（エコネットあさか内）の場所等が分からないので、もっと PR してほしい。 

女性 50 歳代 T シャツ・下着の古くなった物をカットして、雑巾として使用してから捨てている。 

女性 30 歳代 買った時についてきたスプーンやプリンのカップを子供の砂場遊び用にしている。 

女性 70 歳以上 子供会に出している。 

女性 30 歳代 デパートのリサイクルに寄付している。 

男性 40 歳代 子供会の資源ごみに出している。 

女性 30 歳代 オークション販売に出している。 

女性 40 歳代 オークション出品などをしている。 

女性 30 歳代 衣類等は古着屋に買い取ってもらっている。 

女性 70 歳以上 毛布は年 1 回、アフリカに送る運動に協力している。 

 

≪意見のまとめ≫ 

○衣類のリサイクルを行っている意見が多い。雑巾に加工して利用したり、リサイクル

ショップへ持ち込むなどしている例が多い。 

○30～50 歳代の男女共に、ネットオークションへの出品を利用している意見が多い。 
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問１７ 再使用を推進するために、あなたは市にどのようなことをしてほしいですか？ 

 

その他意見 

性別 年齢 「その他」の具体的な内容 

男性 50 歳代 バザーやフリーマーケットの開催日数をもっと増やしてほしい。 

女性 20 歳代 市内のスーパー等との連携を図ってほしい。 

男性 40 歳代 
リサイクルに関心のない人に興味を持ってもらうために、駅や列車内での広告等の強

化により関心を持ってもらうような広報活動を増やしてほしい。 

男性 70 歳以上 朝霞市だけでなく他市の情報の良い部分も特に提供してほしい。 

男性 70 歳以上 
フリーマーケット用の専用回収車を使い、回収したものを展示する作業を市が行い、

残品を処理するなどシステム化したらどうか。 

男性 50 歳代 リサイクルプラザを拡張する。出品できる点数を増やす。服の出品数制限をなくす。 

女性 50 歳代 
捨てるにはもったいない物もフリーマーケットやバザーというと気後れする。市が中

心となり引き取りに来て頂ければ沢山出せる。 

女性 60 歳代 引き取りの金額をもっと安くして欲しい。大きさによってだいぶ高くなるときがある。

女性 60 歳代 持ち込みではなく、回収の場を設けてほしい。 

男性 40 歳代 廃品回収のように無料で回収車で巡回してほしい。 

男性 30 歳代 リサイクルプラザの取扱品目を増やしてほしい。 

男性 30 歳代 
子育て支援センターでの子供服交換会のような、気軽に利用・参加出来るような場

所・機会を充実してほしい。 

女性 40 歳代 引き取りサービスをしてほしい。車がないと運べない物の場合、車がない家は困る。 

女性 30 歳代 
朝霞のリサイクルプラザはとても良いが、知らない人や活用できていない人が多いと

思うので、みんなが利用できるようにもっと PR して、活性化させると良いと思う。 

女性 60 歳代 エコネットあさかへの持ち込み数を増やしてほしい。 

男性 40 歳代 

エコネットあさかを利用する際、展示期間が長すぎる。また、同じものは出せない（制

限がある）など、不用品が出た時、利用しにくい。片付けをする時は大量に片付けた

いことが多いので、改善を検討してほしい。 

女性 40 歳代 
市のホームページ上で「不要品をあげます。譲ってください。」のコーナーを作って

推進してほしい。 

女性 60 歳代 気軽に不用品を提供する場がほしい。 

女性 40 歳代 市のリサイクルショップを増やしてほしい。 

男性 40 歳代 買い取り制度を作ってほしい。 

女性 50 歳代 リサイクルプラザの持ち込み点数の制限をもう少し多くしてほしい。 

男性 40 歳代 粗大ごみの無料回収をしてほしい。 

 

≪意見のまとめ≫ 

○回収車での引き取りサービスや、不用品を提供する場の拡大を希望する意見が多い。 

○エコネットあさかへの持ち込み点数を増やしてほしい、という意見も多数寄せられて

いる。 
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③ ごみの処理・処分について 

問２１ 朝霞市クリーンセンター（ごみ焼却処理施設）は老朽化しており、いずれは施

設を建て替え（更新）する必要があります。施設を建て替えする際にどのようなこと

が重要と考えますか？ 

 

その他意見 

性別 年齢 「その他」の具体的な内容 

女性 30 歳代 建て替えないで修理等で対応出来ないでしょうか。 

女性 30 歳代 ダイオキシンの発生を徹底して抑えてほしい。 

男性 60 歳代 

ゴミ処理施設は市の中心部（朝霞の森公園等に）設け、クリーンなイメージをアップ

し、震災等の際にも堅固で安全な施設にしてほしい。とかく、し尿処理・下水処理・

火葬施設は郊外へとなりやすい。 

男性 60 歳代 市内のごみは市内で処分、スピーディーにする事を望みます。 

女性 70 歳以上 粗大ごみを持ち込みした際に、どこに持っていけば良いか分かりやすくしてほしい。 

女性 40 歳代 

閉鎖された温水施設のような高額なものは不要と思います。それならば、新しいクリ

ーンセンターは、働いている人が働きやすいように臭いが気にならない、空気清浄機

能が付いた施設にする等の工夫をして、子供達の見学を増やすなど、身近な施設にし

て頂いた方が良い。 

男性 30 歳代 分別の手間が省ける性能の良いものにしてほしい。 

男性 30 歳代 焼却施設の高効率・高性能化。分別しなくても焼却できるようにしてほしい。 

男性 50 歳代 温泉施設などをまた県か市で運営してほしい。 

男性 40 歳代 内間木運動公園での臭いがひどいので配慮してほしい。（選択肢 1、の追加意見） 

男性 30 歳代 長持ち、高性能化。 

男性 30 歳代 
建て替え（更新）を前提とせず、他の市と共同して施設を持つなど、低コストとなる

よう考えてほしい。 

 

≪意見のまとめ≫ 

 ○選択肢 1、の類似意見として、ダイオキシンや悪臭などの対策を行ってほしい、とい

う意見がある。 

 ○施設の高効率化・高性能化など、設備面での更新については前向きな意見がある一方、

建て替えに対する再検討を要望する意見も寄せられている。 

  

 


