
依頼数 1,054 世帯
回答数 806 世帯

76.5% 回答率

20代 15 50代 135 80代 52
30代 52 60代 244 90代 5
40代 99 70代 169 年代未記入 35

週に1回 303
週に2回 350
2週間に1回 107
その他 33
未回答 13

【問４】家庭から出る燃やせるごみの量(1回の排出量)はどのくらいですか
585
118
18
85
7
3

アンケート回答数

【問１】回答世帯内訳

【問３】ごみは週何回だしますか

ごみ袋大 １袋
ごみ袋大 ２袋
ごみ袋大 ３袋以上
ごみ袋小 １袋
ごみ袋小 ２袋
ごみ袋小 ３袋以上

川場村では燃やせるごみのうち、生ごみとその他の燃やせるごみに分別を行うことにより、ごみの減量や処理経費の削減につながると考え、村民の御協力をいただき
アンケートを実施しました。以下にアンケート結果を掲載します。



【問５】家庭から出る燃やせるごみ袋の中に生ごみを一緒に出していると思いますが、袋中の生ごみの重さを感覚で構わないので選んでください。

その他の回答については、コンポストにて処理しているや、生ごみは入れていないといった回答がありました。

意向調査 ア分別を行うべき イ分別を行う必要は無い ウその他 未回答
20代 8 7 0 0
30代 30 14 6 2
40代 55 34 9 1
50代 95 25 13 2
60代 169 46 24 5
70代 116 33 10 10
80代 37 10 2 3
90代 4 1 0 0
年代未記入 15 11 1 8
合計 529 181 65 31

上記のことから半数以上の村民が生ごみについて分別を行うべきだという考えでした。

【問６】現在の燃やせるごみを、生ごみとその他の燃やせるごみに分別していただくことについて

281
35%

237
29%

62
8%

16
2%

182
23%

28
3%

ごみの重さ

1kg 3kg 5kg 6kg以上 その他 未回答

529
66%

181
22%

65
8%

31
4%
生ごみ分別意向調査

ｱ分別を行うべき ｲ分別を行う必要は無い ｳその他 未回答



【問７】【問６】でア）を選択した方のうち、どのような処理を行いますか

分別を行うべきだという考えのうち、大半がコンポストを活用し堆肥化又は敷地内処理を検討している状況でした。

半数以上の村民が補助制度について知らないと回答。

【問８】村が行っているコンポストや生ごみ乾燥機等の購入費補助制度について

405
77%

112
21%

12
2%
分別方法

コンポストを活用し堆肥化又は敷地内処理 乾燥機等使用 未回答

309
38%

402
50%

95
12%

生ごみ処理機補助制度

知っている 知らない 未回答



補助制度の活用したことがある村民は１割程度。

堆肥化した生ごみの活用方法【問１０】

半数以上の村民が堆肥化したあとの処理についてどのようにしたらいいのかわからないと回答。

【問９】補助制度の活用状況

376
47%

228
28%

202
25%

堆肥化した生ごみの活用方法

肥料として活用する 活用方法がわからない 未回答

98
12%

612
76%

96
12%

補助制度活用状況

あり なし 未回答
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

H28 H29 H30 R1 R2

H28～R2までの補助金活用実績(件数)



【問１１】ごみ処理施設での受け入れが出来なくなった場合の具体的な対応
自由記述

堆肥化
穴を掘って埋める。農家の方であれば生ごみは穴を掘って埋めたり出来るけど、農家でない家では生ごみは捨てるのは燃えるごみでお願いしたい。
いよいよならコンビニに出勤途中に捨てることになると思う。
ごみ袋の代金が高いので分別したくない。受け入れが出来なくならないように働きかけるのが役場の仕事。コンポストを設置することにより野生動物の出没が心配。
分別している時間が手間。受け入れが出来なくなったらそのときはまた別の方法を考える。
その時になったらそれ相応の対応をすることになる。

コンポスト等を購入し使用。
分別をするのが大変であるため。しっかりと分別できる自信がない。
ごみ処理機購入ではなく、配布する。(補助制度はあるが、自己負担金を払えない家庭のため)
処理機については高価なため購入することができない家もあるはず。全体で取り組むなら村民の経済負担はよくないと思う。
電気乾燥機は以前使っていたが、夏場は臭いがするのと熱をもつので使えなかった。コンポストについては害虫や臭いがあるのでやりたくない

わかりません
大変困る。コンポストを設置する場所もないし、臭いし、今までのようでお願いしたい
受け入れが出来なくなったときは分別をするしかないと思う。
その時になったら考える。
村で対策を考えてもらいたい。

受け入れが出来ないのであれば分別するべきだと思う。
考えたことがなかった。
コンポスト等で処理したとしても利用する機会がなく、ゴミとして出せ無いと困る人もいる。置く場所に困るから、村の方で処理できる場所があれば良い。
コンポストを設置する場所がない。
今までは、大のゴミ袋一つで出していたが、小の袋に、生ゴミ、燃やせるゴミを分けます。

畑にもっていく。
ゴミ袋代の値上げで対応してほしい。



沼田市の業者に依頼します。
ごみ処理施設の受け入れができなくなるのはどういう場合なのかそれを聞かせてほしい。施設をどうしたらいいか考えてほしいです。
生ゴミから小バエが発生してしまう。週2回で収集していただいておりますので現状のままが良いと思います。
今のところ具体的方法は思いつきません。
主にコンポストを使っていて生ゴミを袋に入れるのは少量のため分別は袋を小さいものにしてもらわないと出せない。

現状のままで良いと思います。
村でごみ処理機を購入し処理してもらう。
お勝手で出たゴミは穴を掘っていける。また、魚や肉のゴミは紙切れや木くずと一緒にして燃やす。動物がくるので。

生ゴミはコンポストで処理しているため、分熱の必要性は感じていない。
コンポストを設置する場所がない。設置するしかないでしょう。
行政にお願いしたいと思います。
現状生ごみを分離するほどの量がないのでごみ処理出来なくなった時点で対応したく思います。
その時は生ごみはコンポスト等あるいは畑での処理をします。

思いつかない。
分別して生ゴミは土の中に入れて使っている。
家庭では何も燃やしてはいけないので、ゴミは増えてもしょうがないと思います。買い物すればゴミはきますものね。
なぜ受け入れができなくなるのですか？
処理の仕方がわかりません。

コンポストは夏小さい虫が出て困る。
コンポスト等では安く購入できるが、処理機では高くて購入できない。また、コンポストはなかなか肥料にならない、また虫等がわく。
受入れが出来なくなった場合は仕方ないと思っています。
受入れができなくなるようなら分別をするべきなのでしょうが、分別するにあたりコンポストやごみ処理機を購入するお金がない。
補助してもらっても高額な買い物になるので生活費を削ってまで出せない
分別はできません。コンポストを置く場所がない。野菜をもらうことが多く、例えば長ネギの皮、らっきょうの皮、とうもろこしの皮など買う量の何倍も生ごみが出ま
す。

生ごみのほとんどはｺﾝﾎﾟｽﾀｰに入れてますが、漬物の残り等は量が多く塩分もあるので燃やせるごみに入れられると助かります。
コンポストを使う
土に還るものは堆肥にし、それ以外のものは乾燥させて捨てる。。。と書くのは簡単ですが実際には大変そう。
生ゴミを受け入れ出来ない市町村はないと思うので対応できない。
コロナ渦でゴミの量が増加していると思う。別の方法で税収が増える案を考えてみたらどうか？

急にアンケートで具体的な対応と言われても困る。



受入れが出来なくなった場合、家庭菜園で肥料として活用を考える。
生ごみとその他のごみを分けるとごみ袋が2枚必要になるため、ごみ袋がもっと安くなら出来ると思う。
このアンケートはごみ処理施設での受入れが難しくなってきたためのものか、処理費用が膨大になって節約しなければならなくなってきたためのものか趣旨がわからな
い。
なし
受入れが出来なくなった場合には、コンポストやごみ乾燥機などの購入を検討する。

少量を年に数回燃えるごみ袋に入れる程度。コンポストを使用している為ほとんど出ない。
分別し専門業者に依頼希望
敷地内で処理
わからない

出来なくなった場合はする。
コンポストを置く場所がない。
バイオガス発電、補助額を増やす、ごみ袋の価格を下げる
今は肥料にしても活用・使用方法がわからなかった。活用方法があるなら利用したい。自宅では使うところがない。
コンポストを設置する場所がないので、そこを考えられれば設置したいが、受け入れてもらえないとなると困ってしまう。

コンポスト利用の場合夏は虫が多発し、移動した所に腐りきらない生ごみを動物が掘り出してしまう。冬は雪や寒さで生ごみをうまく処理できない。
生ごみだけ分別し回収していただければと思います。
年金生活でごみ袋価格も安値では無いと思う。最悪施設不可になったときは考えなければと思っています。
畑の肥料とする。
自分で処理するしかない。
分別はしたいが、コンポストの設置場所がない。

村でどうにか対応していただきたい。
村の指導に従う。
コンポストを購入して堆肥を作って活用する
生ごみを分別したことがないので、どうするのがベストなのかよくわからない。
生ごみを分別して堆肥化する？コストに見合うのか？

村で決まった方針に従います。わからないので申し訳ないです。
施設での受入れが出来なくなった場合とあるが、このような事は考えられない。
コンポスト・乾燥機の設置が出来ないので施設の拡充をお願いしたい。
今は特に考えていません。ですが忙しい中分別するのは困難に思います。
生ごみ乾燥機を各家庭に支給してもらば可能だと思う。



そのときはそうする。
できる人がやれば良い。私はコンポストは活用している。他の自治体が、生ごみ分別しているのなら仕方ないが。
出来なくなれば村の補助金制度等利用して生ごみ処理機やコンポストを購入して対応する。
コンポスト等を活用していきたい。
アンケートの段階なのであればと思い、今の状態の方が楽だから回答しました。施設側や村から分別しないと回収してもらえないという話であれば従うほかないと思います。

ゴミ処理施設で受け入れが不可能になる前に、村の方で時間をかけて住民にコンポストや乾燥機の利用促進に向けて啓発活動を推進していくことを希望します。
他ゴミ処理施設で受け入れ出来る施設を探す。
コンポストの購入か、生ゴミ処理機を考える。
生ごみが焼却出来ない理由がわかりません。焼却した方が衛生的だし、ゴミの分量もへると思います。
今まで分別を意識してごみを捨てていなかったため施設で受け入れが出来なくなった場合は、ゴミ処理機等を利用するしかないと思っています。

身体の具合が悪いので出来ない。
コンポストの設置場所がない。時間がかかる。
村で行えばいい
よくわからない。
ごみ処理施設で受け入れが出来なくなることがあるのですか？そのときは村内にごみ処理施設をつくるしかないのでは？

畑の隅に積み上げています。
生ごみは自宅でコンポストで処理し堆肥にしている。燃やせるごみは会社で燃やすか処理している。
捨てる場所がない。生ごみ乾燥機ない。
空き畑に廃棄(自己所有)
わかりません

対応についてはよくわかりませんが、燃えるようなごみも多々あるので自宅で燃えるごみの対応も検討できればと思います。
生ごみの処理ができない場合は、自宅の敷地内にうめる。
困ります
困る
村に１任します。

生ごみ専用ごみ袋を作り、村で処理施設を作っていただけたら嬉しいです。村の資源に活用できないでしょうか。
できなくなったならば、分別はしなくてはならないと思います。でも、コンポストを置く場所のない人や乾燥機を購入できない人もいると思います。
川場独自の生ごみ処置所を木材コンビナートの熱を利用してできないでしょうか。
場所が必要なため、コンポスト等、設置していない。受け入れが出来なくなったときのことを、考えたことがないので具体的な対応を考えたことがない。
家では夏、野菜にかすがいっぱい出るので穴を掘って捨てています。そこへ一緒に捨てています。
生ごみを処理するスペースがない。対策？わからない！！



畑に穴を掘り土をかけています。今のところそれで十分間に合います。そのときが来た場合は、強制的にコンポストを購入し使用してもらう。
生ごみ乾燥機を利用したい。
家庭の畑で処理しているので
野生動物が荒らすのでコンポストが使えない。
わかりません。

分別が面倒です。
生ごみは畑に穴を掘って埋める。燃やせるごみは家庭用焼却炉を利用する。
畑所有がないため、コンポストを購入したとしても、置き場所がない。
庭に穴を掘ってうめる。
生ごみ乾燥機はいくらぐたいで購入出来、1回の量や乾燥時間等を教えて下さい。どこで購入できるか村があっせんしていただけるのですか？

分別に時間がかかる、現行どおりでお願いしたい。
土に埋める。
今のところ生ごみの区分けがわからない。どこまでが生ごみなのか。

コンポスト等で肥料にするには時間がかかってしまうためコンポストが多く必要と考える。
ごみ処理機購入補助金制度を知らなかった事と、そうに考えていなかったためちょっと考え直す事も、コンポストも知らないです。興味をもちたいです。
家で庭に埋める
畑に埋めるしかないと思います。
施設で受け入れてもらえないのは困りますが、コンポストを置く場所がない、乾燥させる場所がない場合はどうしたらいいですか？
なるべく、食べ残さない、食品ロスをなくすようにはしています。



【問１２】川場村のごみ処理事業について日頃思っていることや改善点について
自由記述
分別するとなると面倒
分別するのであれば、ごみ袋の価格を下げてもらいたい

コンポストの他に早く堆肥化できる処理機等も必要では？コンポストも壊れやすい。
ごみ袋の代金が他地域と比べても高すぎる。今まで細かく分けなくてもいいので高い料金を我慢できたが、分別が細かくなるのならごみ袋の料金を安くしてほしい。
家庭用のコンポストは虫がわいたり悪臭のため設置したくない。高価なものは買いにくい。
生ごみと燃えるごみがいっしょは老人には助かります。よろしくお願い致します。
粗大ごみの日をあと2日くらい増やしてほしい。

燃えないごみを捨てやすいようにしてほしい。年に数回しかないためごみ袋の購入がもったいない
金属とプラスチック等が混ざっているものはどう捨てたらいいか分からない。生ごみは畑に穴を掘って捨てている。
ごみ分別が分かりづらいので分別リストがほしい。分別が増えるのであればごみ袋の価格を下げてほしい。
粗大ごみ年2回は少ないので回数を増やしてほしい。(年3･4回)
コンポスト等の補助金制度があるのを村民は知らない人が多数いると思うのでもっとＰＲが必要。ごみ減量については毎月発行の広報で周知すべき
ごみ袋の価格が沼田市に比べて高すぎる。沼田市のごみ袋を買ってそれに入れて沼田市のステーションに捨ててしまいたくなる。

ゴミの分別方法が高齢者にはわかりずらいようなので絵を用いてわかりやすくしてほしい。村の清掃センターの必要性はあるのかなと思う。
夏はゴミステーションにハエがよってきて困る。
資源ゴミの分別が、きちんとできていない人がいる。よく資料をみて、分けてほしい。
ゴミの出し方が雑すぎる。これから野菜が余るようになり、生ゴミが増え、ゴミ置き場が汚れると思う。
ビンの色の仕分けがわかりにくい。

機械を導入したとしたらメンテナンスが大変だと思う。故障の対応などが使う人の有利な基準になっていないと心配。
ごみステーションの扉を開けるときに頭をたたかれたり手を挟んだりすることがあるため、なんとか改良してほしい。
子どもからお年寄りまで使いやすいごみステーションになるとありがたい。
以前電動車椅子のおじいさんがドアが開けられず、ごみも持ち上げられず困っていたのを手伝ったため。
生ごみ乾燥機の補助金の上限がもう少しほしいです。生ごみ乾燥機の購入は考えている。
とても助かります。

ゴミステーションに指定のゴミ袋以外のもがある場合、そのままにしないで処理してほしい。
ゴミ収集場所を近所の人が綺麗に清掃してくれるのをみかける。週2はゴミをためずに保てるのでとても良い。他の町村は週1で大変不便です。
現行のままでいいと思うが、支障をきたすようなことがあり、変更するならそれに従う。



月から金と間が長すぎると思う、月･木とか間を均等にしてほしい。夏とかは生ゴミとか臭いので
衛生管理上ゴミは減少しないと思われ、分別等面倒な作業の啓蒙を住民課から村民にわかりやすく伝えていただきたい。
別になし
畑やコンポストを設置できない人に生ごみ一括収集所等設ければいいと思う。
プラスチックを別にして燃えるごみを減らしたい。再利用が出来るものを別にしたい。

ゴミステーションにて、ゴミの出し方が悪い。防犯カメラをつける。（生品集会所前）
村民でない方が、指定袋以外でおいていることがよくある。

感謝します。協力します言って下さい。
分別もわかりやすくなっていて、再生活用されていると思う。
特になし。
ごみ袋代がたかい。
コンポストを無料配布はいかがですか？

有料のごみ袋になった時のアンケートで分別について、いろいろ意見を書いたが、参考にしてもらえなかったのでこれからは行政におまかせします。
分別ができないゴミ袋も回収していただいてるようです。回収できない旨を貼り紙して置いていくことも問題提起になりませんか。
正しい分別だと思っている人はたくさんいると思う。
生ゴミを回収するのはいいこと。集めた生ゴミをどうするかは正直わからない。
現状のままで改善する必要ない。

ペットボトルの回収箱が設置されて良かったです。婦人会で配ったポリ袋は不必要だとおもう。
資源ゴミの回収を現状の週1から隔週にすることでどれくらい経費削減になるのでしょうか。
隔週だと困ってしまう方の手立てとして目立つ場所に大きな資源ゴミ用のステーションを1～2カ所設けてどうしても（村管理）で自宅に貯めておけない場合搬入して良い
ことにする。
事業所でも無い限り、家庭用の資源ゴミは、洗ってあれば腐りもしなし、虫の出ないと思う。2週間に一度くらいでいいのかと。便利になりすぎてしまっています。

資源ゴミなどばだ分別しないで出している人が多い。燃やせるゴミでもなんでも袋に詰めて出しているのが見受けられる。分別意識が希薄。
以前から気になっていたのですが、資源ゴミは買われるのですか？また、買われた場合の金額は年間いくらくらいになりますか？また、そのお金の使い道等
封筒にのりがついてなし、どうしたらいいのか？
ゴミの中で野菜、園芸の枝、枯れ葉の処理に困っている。
焼かれている方々が多いが禁止されていると思う？結局ゴミ袋に入れて処理せざるを得ない。紙など資源として分別して出したい。
紙袋でもプリント用紙でも詳細な分別方法を提案していただけるとありがたい。



生ゴミは新聞紙などに包むなど、きちんと村民に伝えた方が良いのでは。沼田市などはプラなどの分別ゴミの出し方が有りますが。
同じ施設なのに出し方に違いがあるのでしょうか。スーパーのトレーは白だけが回収だけですが。色トレーも別に回収できればゴミが減る気がします。
処理代金が高いのでしょうか？
生ゴミの回収をすることで肥料に活用できるのではないでしょうか。
大変ありがたく思います。
ペットボトルえおそのままラベル、キャップをとらずにだされるのが多い。
ゴミではなく資源になるものリストの配布など身近なゴミのリサイクルの意識付けが必要と感じます。
ゴミを持って行っていただいてたいへんありがたいと思いますが分別に困るものがある場合があります。もう少しわかりやすくしていただくとありがたいと思います。

燃えるゴミやペットボトルを分けて出しています。

毎週1回につき3袋そうすると6袋。1か月にするとかなりの袋になります。袋代金が安くなってほしいです。
自宅で家庭用ごみを燃やしている家を村はどう思っていますか？
まずはコンポストの種類、設置、管理、価格、ランニングコスト等情報を知ることが必要です。
ごみステーションが小さいので大きくしてほしい
粗大ゴミ回収日を年2回から3回くらいにしてほしい。
資源ゴミ回収日に業者がネット･コンテナを配る際にネットの上にコンテナをのせないで欲しい．特に冬はネットが凍ってします。

たまごのパックなどもリサイクルしてほしいです。
紙類はなるべく資源ゴミにしています。時々トラックで朝早く、ガラスのかけらを大量においていくのを見かけます。

10年以上前に生ゴミ乾燥機の補助について村に問い合わせしたところ補助は無いと言われた。
生ゴミをコンポストに入れていたけど、虫が出たりして活用までに至りませんでした。補助なしで生ゴミ乾燥機を購入しましたがうまく活用できず処分しました。
生ゴミの分別は反対です。

ゴミの受け入れが出来なくなると大変なので分別作業しっかり守りたいです。
現状で充分活動されていると思います。

ゴミ袋代は他市町村と比べて高いのでその点で経費が不足しそうなので内訳を知りたい。
生ゴミを分別に決める際はいつでも出せるようにして欲しい。臭いが気になるため。
今まで家庭内の土地でゴミを燃やしていた方々がきちんとゴミの日にゴミとしてだしてくれるから、増えているのであれば、増えた方が良いと思う。
補助金制度の概要などを提出する用紙に印刷してあると、使いづらいと思います。

季節によって、野菜等を頂くことがあります。使い切れないほど頂くこともあって無駄にすることもある。
ずいぶん前にはコンポストを使っていたが、蓋を動物に荒らされることもあり、家の周りに置く場所もないので、やめてしまった。
生ゴミが出せるようになり、燃やせるゴミ袋を利用することが多くなったように思えます。



コンポストを庭に設置した場合野生動物や野良猫などが心配です。くまやイノシシです。
分別の種類をもっとわかりやすくできませんか？
分解しづらいもの(プラスチック＋ペット＋鉄＋刃＋ゴムなどで組み合わせた物など)の捨て方が分からないし分解できません。
生ごみは分別するべきです。補助金制度があるならもっとアピールしてやるべき。
鍵部分のネジが1本抜けてしまって代用品で仮に固定させたがゆるみがち。修理はお願いすれば実施してもらえるのでしょうか。
今までどおりでいいと思います。

現状維持でいいと思います。
燃やせないごみの捨てる物がいまいちよく分からない。プラスチックと鉄がくっついていてとれない部品はどこに捨てたらいいのか？など
生ごみは水が出ないよう注意して出して欲しいと思います。私も気をつけています。袋をしっかり結んで出すといいと思います。
生ごみをｺﾝﾎﾟｽﾀｰに入れて肥料になるまで日にちがかかると思いますので、難しいです。分別するようになれば仕方ないですね。
良好

ごみの出し方がいい加減すぎるため全村民に説明会を開いて欲しい。
指定ごみ袋でないものに燃やせる物から危険物に至るまで家庭で出るごみをすべて入れてある袋があったり、指定袋に入れずそのまま粗大ごみが出してある。
ごみステーションの普段日常の管理の役の人はいますか？以前は各衛生員だったようですが。
除草や除雪をしないでそれを見ていても自分たちのやることでないと思って手伝うことすらないです。家庭内のごみを収集運搬してくださりありがたいです。

川場村はごみを野外でなく収納する事が出来ていいと思う。
自宅敷地内にてごみを燃やしている家庭があると思います。火災につながる不安・臭い等いいことないのでやめていただきたい。
ルールを守りごみ出ししている人の行動を無駄にしない為にも見逃さない対策をお願いしたい。
川場村は畑がたくさんあるのでなんとか上手にできると思います。
今まで何も不満はありませんでしたので今まで同様に続けていただけたら幸いです。
袋を販売している店が少ない。

ごみ袋の店売について、高齢者等の多い川場村先々店売、購入も難しくなるのでは？役場前辺りに専用自販機設置などはいかがでしょうか？
分別もわかりやすく、制度としてはゆるめでごみの出しやすい環境だと思っている。
コンポスト以前やってみましたが、なかなか長続きしなかった。乾燥機が手頃な値段なら購入可能ですが、大金かかるようなら無理。

ごみの分別がきちんとされていない事がある。(白トレーの所に色物のトレーが入っていたりする。)
全村民幸福の村づくりを目指しているのだからごみ袋は無料化にしていただきたいと思います。
現状の事業内容でいいと思う。粗大ごみの不法投棄をなくす努力をする。例えばパトロール等の回数を増やす方向を検討する。
コンポストが普及しないのは入れただけではよい堆肥にならない。(ウジがわく、ドブ臭いetc)使用法の研修が必要。
将来的には先進自治体の「レンボープラン」の川場板の検討が必要と思う。
自分らの親世代(80歳超)へのごみ処理事業(分別)について、教育する必要を感じる。子の言うことを親は聞く耳を持たない。



燃やせないごみの日を増やして欲しい。
片品の人たちは何のごみも無料で処理してくれる施設があり、とてもうらやましく思います。川場村も是非その様な施設を作って欲しいです。

今のままでいい。
回収業者の方には感謝しております。
夏は臭いが出やすいので考えて欲しい。
現状を継続してもらいたい。
ごみステーションの脇に大型のごみ処理機を設置し、共同で使用する。

大変有難く感謝している。一部に規則を守れない人がいて、何でも袋の中に入れている人がいるので(村外者もいる)入れ直す事もあるが、心を痛めている。
近年は道路沿いの田んぼの中にペットボトル、カップヌードルの容器、ごみ入りビニール袋そのまま等ごみ拾いからはじめなければならず、ごみ問題は大変な事だと思

燃やせるごみ袋に生ごみを入れるのに、小袋に入れてごみ袋に入れるようにしているが、ごみステーションに出しに行くと、
生ごみの水がもれていたり、小バエが飛んでいたりで環境によくないと思う。コンポスト等活用するのであれば、各地区ごみステーションに設置し、
みんなで使うようにすればいいのではないか？(設置できる場所によるが。。。)(生ごみ乾燥機の場合)

選別の仕方が少し乱れてきていると思う。指定された日でなく、いつでもかまわず出している人。
どう分別してよいのかわからない時があるのでもう一度講習等があればいいと思う。
プラスチック容器(お弁当の容器など)も燃えるごみに分別されているのが現状だと思いますが、資源の方にプラ容器を入れるところがあれば、
洗って分別することが出来て可燃ごみが減らせると思います。
川場村のごみは生ごみも出せてとても便利だが、ごみが増えて村の負担が増えるようなら考えていかなければならない事だと思う。
今回とてもいい機会なので、村で希望者にコンポストや乾燥機をまとめて購入して導入しやすくするなども検討して欲しい。

少しごみ袋の価格が高いと思う。しっかりしているが。生ごみ乾燥機は消費電力がかかりますがその補助は？また、正直価格の安いものは性能弱いです。
当日に出すごみがだいぶ前に出してある。なるべく当日に出した方が周りがきれいでいいと思う。分別の徹底をもう少し認識した方がいいと思う。
生ごみと燃やせるごみは一緒に出さない方がいいと思う。
資源ごみの分別がやはりどうしても出来ない方がいます。おそらく高齢者の方です。わかりづらい。わからないのはやむを得ないと感じます。
出来る範囲で入れ直していますがみなさんがそのような気持ちを持ってもらえるといいですよね。
ごみ分別の説明会等に必ず一戸一人参加できちんと知って欲しいと思います。

問10でコンポスト等活用して堆肥化した生ごみの活用する方法がわからないのではなく、家庭菜園や花壇がないので活用できない。
コンポストは土地がある家はいいですが、生ごみ処理機は電気代がいろいろと悩んでしまいます。
ごみを出せる時間をもう少し遅くして欲しい。
生ごみとその他もやせるごみを分ける理由は何でしょうか？なぜ処理経費削減につながるか詳しく説明いただけると助かります。
またプラごみは分けないのか他市町村から来たものとしては不思議です。
各家庭で肥料にしたものを集めてくれる所があれば助かる。



プラスチックの出し方がよく分からない。ペットボトルのラベルやキャップをとらない人も多い。ネット袋やケースの文字が薄くて見えづらい。
壊れた傘や植木鉢、漬物(大)たる、プランター、壊れた買い物かご、パイスケはいつどのように出していいか不明です。川場のごみ袋に入る大きさでないものはどうした
らいいのですか？切るにも切れないのでとても困っています。※自分の家の土地ならば燃やしたり積み上げてもいいのですか？
最近家の庭まで野生動物(キツネ、イタチ、他)がでてコンポストを深く土中に埋めないと掘り返されて困る。生ごみをコンポストに入れるとその底から野ねずみが出て困る。
他の地域から川場に来ましたが、ごみ出しに関してはとても楽に感じます。業者さんもよくやってくれてると思います。
分別をきちんとやることが大切です。ペット容器は分別回収再利用になっているが、弁当箱などのプラは燃えるごみとして出しているが回収できないものか。

各家庭で処理するのがいいと思います。
10数年前コンポストを使用していましたが、夜になると獣が出てきてコンポストの下の土を掘ってコンポストの効力がありませんでした。
そのためコンポストは友達にあげました。
沼田市は袋に入れば家電は燃やせないごみと聞いたが、川場は粗大ごみなのが不満。粗大ごみ扱いの品が多すぎて、家に置いておけない。

昔コンポストを買って古くなったものを2～3年前まで使ってました。
夏はウジがわきフタをはぐと小バエが出たりして石灰窒素やキンチョール等を使いいっぱいになると土で埋めたりして堆肥活用はできませんでした。
近所の人たちみんな燃えるごみで出しているというので最近は燃えるごみの中にいれてました。
水分を十分取り除けないのでこの方法はあまり乗り気ではありませんでした。コンポストでよい堆肥が作れる方法を教えていただきたいです。

村内に有料でいいので自由にいつでも持って行ける所があれば有難い。

ゴミ袋が高い。硬質プラスチックを粗大ゴミの時だけでなく月一回くらいゴミステーションで出せるようにしてほしい。
ごみの削減が出来れば地球温暖化対策にもつながると思うので、地球環境のためになれば、
ごみをなるべくださないように心がけ、食品ロスの出ない工夫をしていく必要があると思います。
生ごみ処理に関しては、各家庭の状況もあると思います。
庭にコンポストを置くことが出来ないとか畑がない家庭とか色々な事情を考慮していただいて、助成金負担額を多くするとかの対策を立てて欲しいです。
ごみステーションに出した袋を数人で見ている人がいる（中身）やめて欲しい（ 芦の所）
粗大ごみの日が2回以上あると助かります。

粗大ゴミをだす日を増やして欲しい。
雨にも鳥にもつつかれないゴミステーションがあること、ありがたいと思っています。遠くの友達がうらやましがっていました。
ごみ袋に氏名が記入されていないのがめだちますが、責任者として記入は徹底した方が良いと思います。

時々分別に迷うことがあるので、分別一覧表の詳しいものがあると助かります。（あいうえお順に品目があって分別区分が品目のあとに来るように）
ごみ収集してくださることに感謝していますが、ゴミステーションのカギを業者の方が閉めていないことが多く、
風が強いとドアが開いたり、大きな音がするので、もし可能だったら収集の際にしっかり閉めて下さると安心だなぁと思います。

プラスチックの処理方法、燃やせるゴミ？傘が大きくて。



家の周りの草や小枝など家庭でしまつしてはどうですか。
ごみ袋がすぐに破けてしまう。つめるため、少し伸びると入れやすい。透明パックの回収もあってもいい。
網やビンの箱を設置(セット)して欲しい。(現在はごみステーションに置いてあるので一番最初にごみ出しに行った人がセットするようになっているので。)
燃やせるごみの日を月・金→月・水・金に増やして欲しい。(入りきらなくて外に置かなければいけない事がけっこうあるので。)
ごみステーションに地域(班)以外の人が置いていくのは禁止すべきである。(区分等を守らない。無責任である。)
ごみの分別について、細かい内容が分かるようなパンフレットや冊子を配布して欲しい。

ビニール処理について、農団体にはいっていない方と一般の方の差別はやめるべきだ。
役場の人が立ち会い金を微収しているのに同じ村民を差別しているとしか思えない、村は一般の人に助成金はだせないのか。
粗大ごみ時期、特に12月は大掃除後実施していただきたい。野焼きと思われる、焼却炉が村内に見られる、撤去の指導をしていない。
ペットのフン、砂は今のところ、自宅の敷地に穴を掘って、入れていますが、それも出来なくなったらどうしたらいいのでしょうか？
ごみ袋が高い．沼田市と同じにしたらどうか、できないのなら沼田･前橋･太田あたりと比較して、こういう理由で川場は高い。だから協力してとか広報してみれば。
他地区の搬出を禁止してもらいたい。各地区別のごみステーションに搬出してもらいたい。
他地区の者が搬出するため、ステーションがいっぱいになり外にあふれカラスがつついたりして見苦しいしごみが乱雑になり汚い。

分別が分からないのか時々間違った出し方があります。
どう捨てていい物か分からないときがあるので質問が簡単にできたり、詳しい分別があると助かります。
今のまんまでいいと思う。
もっとごみ袋を安くしてもらいたい。
我が家は家庭菜園があるため自費で購入したコンポストで処理出来ているので既に生ごみの大半は排出していません。
ただ、全ての家庭でそれが出来るわけではなく、畑には捨てられない生ごみもあるので各家庭で出来ることから始めるというのがよいと思います。

通販の利用で出るクッション材(プラスチックや紙ごみ)や梱包の紙ごみがかさばりごみの量が増えることが多いです。
紙ごみを資源ごみで出せればごみ袋を買う費用も抑えられリサイクルにもなりありがたいです。
川場村は資源ごみも週一で持って行ってくれごみステーションもきれいで不満はなく恵まれていると思ってます。
ただリユースなど誰かの不用な物が誰かの欲しい物だったりすると思うので広報などにそんなコーナーがあればいいなと思います。
どのごみに分類されるのかわからないものがある。結局出せないので困る。
補助の制度がずっと続いていることは知らずにいました。そろそろ新しいものがほしいと思っています。
川場村民が、分別をよりしていただき、村に協力することの輪が県や国に広がっていくことがごみの削減につながっていく。

今現在1週間に2回なっているが、1回追加して1週間に3回行う方がいいと思う。
今までは家族で生ごみを肥料として活用できる人がいたので生ごみは出していませんでしたが、
高齢化でできなくなると生ごみ乾燥機で乾かし燃えるごみに入れてだすしかできないかもしれません。(コンポストを設置する敷地があっても)
現在、沼田市よりもはるかに高値のごみ袋を使っていると思います。処理のためだと聞き、仕方の無いことだと思っています。



土地もないので草、生ごみ等の処理に困っています。コンポスターは，昔のものがありますが、入れるだけで利用方法がわかりません。
電気処理機では家庭のごみがどの程度なくなるのかが知りたいです。
ルールを守ること（分別）が何より大事。年々ごみが増えているのが（生活スタイル）課題だと考えています。
生ごみを出すときはできる限り水気をきってはいますが、、、、
今までどうりうちは生ごみは出していないので、これからも同じで出していければ助かります。
水分を含む生ごみを燃やせるごみと一緒に出すのは問題があると思います。今後、生ごみは乾燥させてから搬出する方策が必要になると思います。

ごみ処理事情をもっと具体的に村民1人1人が理解し納得しなければ、この問題は解決しないと思います。
前回一度やっていただいた事業をもう少し、小規模で実施していただければいいんではないでしょうか。
これから考えたいとおもいます。

回収日当日、ゴミステーションからあふれたごみをカラスがあさっているので、ネットをかけるなど何か方法があればいいかと思う。
コンポストは設置しているが、獣の被害にあわないかが心配。
現在、ゴミは燃やせないけれどある程度、大きなものは、借りている畑ですみのほうで燃やしたいときがありますが、それも許されるのですか？
（例、マルチの外側の紙、大きな紙等）
家庭菜園で作った野菜でだめになってしまったり、腐ったりしてしまった物や、庭の草花の葉や枝など小さな庭にコンポストを置いて、
使用しているがすぐにいっぱいになってしまうため生ごみとして出すしか仕方が無いのが現状。
生ごみをビニール袋やレジ袋等に入れて捨てないで、新聞や紙にくるんで捨てる、又水をよく切り、一滴も水がたれることなくしてから捨てるように気を付けたい。
村で生ごみ処理施設(堆肥センター等)の設置いかがか？
塩分、油分の多い生ごみ処理に時間を要します。(水漬けして分別している。)何かいい容器があれば補助対象としてお考えいただければと思います。

分別をもっと細かくして資源として利用して欲しい。例えば、プラ、現在は白色トレイしか資源に出していないが、色付き（柄）トレイや”プラ”と表示されたもの等、
資源として出せないのはなぜか？紙の雑紙としてハガキ、封筒、チラシ等の資源として出したい。出し方を検討して欲しい。
いままでどおりでありがたいと思います。
現状では問題ありません。
現場で問題ないと思う。
時々こんなものか･･･ていう出し方があって気になる。出し方を徹底していただきたい。

ごみステーションの修理して欲しい。(湯原下)いつもいっぱいになってしまうので大きくして欲しい。
分別が始まる頃は様々な場所で説明会やポスター等チラシが配られましたが、年数も経ちましたので改めて説明会など必要になってきている時期だと思います。
SDGSが叫ばれていますので皆さんの協力を必要と感じます。
ごみステーションの修理をお願いしたい。開閉箇所の金具破損。
生ごみ分別することになったら今までのごみ袋の代金は安くなるのでしょうか？今の代金でも沼田市に比べても高すぎます。



現在ごみは燃やしてはいけないことになっていると思いますが、たまに家庭のごみを燃やしている所を見かける事があります。もう少し厳しくしてもいいと思います。
沼田市のような黄色の袋・・プラの分別があった方がいいのかどうなのか？まだまだ分別がしっかりできていないような気がする。
ごみステーションが小さいと思う。もう少し大きくするか、ごみステーションの設置を増やして欲しいと思う。
またマナーを守れない人がいるから注意看板などを設置してもらいたいと思った。
ごみを意識して少なくする工夫。プラスチック資源で出せるのは裏の白い物だけの決まりがあるのでスーパー等の容器など全て燃えるごみの中に入っています。
ペットボトルもラベルをとらない。中を洗わない。飲み残しも少し入っている。つぶさないなど多く見られます。収集する方の事も考えねばと思うことがあります。
購入費補助制度について今までほったらかしにしていた担当者は反省すべき。生ごみ処理機は高いので3万円は担当者が勉強してない。
3万円が上限では快方に向かない。ここまでレベルが落ちると無料で購入できても意識の向上は難しいと思う。
ｺﾝﾎﾟｽﾀｰは無料。処理機役場が選んでたくさん補助して欲しい。
高齢化、人口減、勤務延長で人足出役は限界です。花は大変。景観植樹を進めてください。モクレン、モミジ、アナベル
ごみステーション進歩がないが何年あふれるほど小さな小屋を使ってるの。見直しをして多く出るところはその対応を考えてください。
不法投棄は昔から比べると少なくなった。よく気がついてこの施策を考えましたね。仕掛け人は誰？エラいね。

今は生ごみが出るのが少ないので新聞紙に包んで燃えるごみとしてだしています。コンポスト処理機をおけるスペースがないこともある。
ごみを減らすのはもともとのプラスチック製品をどうにかすればいいのでは？と思います。
ペットのうんちはどうすればいいのか？水洗トイレには流しては詰まる元と言われています。→処理用のビニール袋に入れごみ出ししています。
なにより埋める土(土地)がありません。

コンポストは良いと思う。
今までどおりでお願い致します。
今まで他市町村に住んでいたときは、不燃ゴミ袋に小型電気製品は、よかったです。ゴミ袋の氏名を川場の人は書きません。ゴミ袋の値段が高すぎます。
村内でゴミ処理できるようになれば良いことだと思う。

現在の出し方に感謝してます。
ゴミステーションを大きくして欲しい。入りきらずに外に出ている。
制度をわかりやすいように説明すべき
燃えないゴミ等処理方法に関して村以外の地域では処理場がある。村では困難でしょうか。
不燃ゴミなどが捨てにくい状況。不法投棄になる。

コンポスト(臭いや野生動物が荒らしたりしないか？手間はどのくらいかかるのか)？生ごみ乾燥機の電気代はどのくらいか？
スーパーで出る透明パックの回収などもしてもらえると助かる。現在はフレッセイに持って行ってます。
いいと思います。
粗大ごみの回収の日数を増やして欲しい。
資源ごみの集め方がわかりやすいし袋もいらないのですごく出しやすくて助かってます。
村のごみ処理事業にかけている費用を村民に定期的に公開し、改善対策によって削減された効果を報告することが村民の協力を得るうえで重要だと考えます。



◎皆様から非常に多くのご意見をいただきました。
皆様からいただいたご意見を踏まえてごみの減量に向けて推進して参りますので皆様の御協力をよろしくお願いします。

燃えないゴミの仕分けがよくわからない。危険物と乾電池の仕分け箱をわかりやすくして欲しい。
木の枝をちゃんと束ねて出しているのに収集してくれない。本年度は粗大ゴミの集めがないので、各地区の公民館で地区ごとに行って欲しい。
日頃ゴミ処理には大変ありがたいと思っております。燃やせるゴミと生ごみを一緒に出していて、大変なことはわかっていても昔、コンポストでなかなかうまくできず
だったので、つい何でも出してしまいました。処理方法考えていきたいと思います。

ゴミ処理もSDGｓの理念で、例えばでんプラののプラ袋を紙に変えるとか、
トレイをなくすとか過剰包装をしないとかゴミそのものを少なくする方向性をもっと議論する機会があれば住民参加で目標づくりが出来るのではないかともう。
粗大ゴミの受け入れがあると嬉しいです。
個別活用して地域のポット植花に利用できる保管システムを選択できる方法はどうでしょう
現状維持で良いと思う。
畑やその他の場所にそのまま捨てていくと動物の餌になり良くないので村民の皆さんがコンポスト等で処理でしてもらいたいです。

生ごみに含まれる水分によって焼却効率の悪化や施設への悪影響が考えられるので、生ごみだけ別袋に入れてゴミだしをする。
各個での処分も考えられるが、生ごみを制度的にまとめて処理することにより、堆肥の販売などの活用も考えられサスティナブルな社会の一助けになると思う。


