
問24　（自由回答）

戸別収集になったら、とにかく時間通りに収集に来てほしい。出したら出しっぱなしにならないように…

「美しい国日本」を目標に、生活と密接なゴミ対策。改めて１人１人が考えて、実行していかなければいけない問題です。一市民として
町の為に、日本の為に、強いては自分の為に、今から出来る事は実行していかなければと改めて痛感しました。“良い町作り”に協力し
ていきます。

ボックス付近の不法投棄がなくなり、町の美観上もよいので、よいと思う。

個人でいくらゴミを減らそうとしても、スーパーのレジ袋、過剰包装など、トレイなどを減らすことをすすめなければ、買い物をして
帰ったあと、結局ゴミはでてしまう。スーパーなど店側ももっと考えなければならないのでは。ある店では、やたら袋を何もくれたり、
入れたりしている店もまだまだ多いと思う。

家庭のゴミを有料化しないで、各自で焼却できるようにしたいです。なるべく燃やしたり、肥料を作るようにしたりしたいです。プラス
チックやラップも使わないようにしてもらいたい。どうしても捨てなくてならないものだけ回収をしてもらいたい。

有料化、必ずしも賛成ではありませんが、個人が責任をもって個々に処理する方が、管理（地域）上負担が軽くなり、収集場所の汚れも
なくなります。私有地内にある収集場に、他の人（特にアパートの住人）が捨てる（期日守らず）ので困っています。

我が家（幸町四丁目）とその周辺は、すでに戸別収集を行っているので、市全域で実施されれば、ダストボックスもなくなり、不法投棄
や悪臭などの問題も減ると思います。

・何れにしても戸別収集は無理である。個人的にはゴミの減少は、今までに比べ考えて生活努力している。
・戸別にすれば必ず近所より必ず苦情が出てトラブルが起きる。
・家庭の人数割りにして金額にすべきである。

戸別収集はプライバシーが守れないので、現行の収集の方が希望です。

有料化の目的が、家庭のゴミの減量が目的なのか、市の負担を軽くする為の有料化なのか、よく理解出来ません。確かに物のあふれた社
会でゴミは益々増えてしまうと思います。新潟の地震災害のゴミ等を考えると、もっと生活そのものを見直しして行った方が良いと思
う。大型スーパーの店内を見回しても中身と包装の過剰生産商品を見てほとんどゴミです。他に公的な印刷チラシが山の様に置かれてい
る点も疑問を憶えます。生ゴミは土に還ります。

正直、分別しないでゴミ出ししている人も、まだまだ居るので、なかなか難しい課題だと思います。まずは、無作為にゴミを道端等に捨
ててしまう事も、少しでも無くなれば良いなあと思います。

商店の過剰包装にも指導必要。戸別収集になった場合、空き地、道路、駐車場に置かれることが多くなる事。袋を有料にしてもどこにで
も置いてゆく事は多くなると思う。

生活していて当然出るゴミくらい、自由に出させてほしい。ボックスを可燃、不燃とも設置し、いつでも出せる状態にしてほしい。その
中で、地球環境を考慮し、各自が人間として、節度ある生活の仕方を模索すべきであり、本末転倒している。

将来的にごみの有料化は止むを得ないと考えています。東久留米はボックスが置いてあるので、いつでも出せて便利だなと思っていまし
たが、不法投棄やマナーのない排出者が多いことも目につきますので、有料化、戸別収集には賛成です。

生活が厳しく、稼ぐため、母親も夜遅く働く事は稀ではない。決められた曜日の朝９時までといっても、全員が学校や職場に出ていた
り、その時間が貴重な睡眠時間になっている現状。かつての標準世帯のように元気な専業主婦が各家庭にいる事を前提にするのは必ず無
理が生じる。資源回収に回せるものは手軽に時間を気にせず出せるポストを数多く準備し、小売業の方にも設置を義務づけて欲しい。ゴ
ミ袋の有料化が進めば、レジ袋をもらう事をせず、買物袋をもつ人もふえると思う。住民への負担が当たり前でなく、協力することに
よって必ず市民に還元されるものが目に見えないと継続はキツクなり、不法投棄やゴミ屋敷の家がふえ、地域が荒れてしまう。地域のつ
ながりが感じられないと、大変なことを続けるのは難しい。時間はかかるが、子供からリサイクルやゴミ減量の必要性を教育するのは効
果があると思う。

何のために有料化を行うのか。（有料化すればゴミが減ると安易に考えているのではないかとしか思えない）又、有料化で得られた収入
がどこへ行くのか。など具体的な説明が必要（今以上に！）だと思う。市民の意識を高めなければ、有料化になるとゴミの捨て場所を他
へ考える人も出てくるかも知れない。例えばスーパーで捨てられるものは可能な限り捨ててくる。公共のゴミ箱に捨てるとか･･･。これ
では移動するだけでゴミは減らない。又、有料化直前に家の片づけをして大量のゴミが出ることも考えられる。



私の家の前にグリーンボックス他有りますが、住民はすっかり捨て方は定着していると思いますが、良く自転車で来て（新聞）など持っ
て行ったり、又、外部の人がすてに来ます。

問１７のごみを減らすための工夫の件で、個人では限界の面もあると思います。ほとんど(ゴミ)を買ってくる日常だと思うのですが、レ
ジ袋どころか、無駄な包装の多いこと多いこと。求めなくても買わされる日常ではないでしょうか。対面の個人商店はさらに減ってゆく
ことでしょうし。

カラスよけの網を全集積所に行き渡らせること。今のごみ分別の為の容器の全種類を全ての集積所に設置すること。上記のみ項目には大
いなる決断と費用が必要。

無理のない範囲での有料化はゴミに対しての意識がもてて良いと思います。むだな物をはぶいてエネルギー消費の削減にもなると考えま
す。戸別収集の方法になり、メリットが多くなれば良いのですが、どうなのでしょうか。

特にありません。

東久留米市以外の人がゴミを置いて行くので困ります。

集合住宅の場合、戸別収集はどのように行われるのでしょうか？（１階から５階まで戸別収集するということか？）今迄通り、グリーン
ボックス方式で出来たら良い。集積方法にすると、カラスの被害、モラルの問題が心配。

有料化はゴミ捨て最終場所が少ないので、確保のためにもやむをえない・・・。戸別収集はお年寄りには練馬区がやっている。全戸別収
集は職員が増加して有料化の金額上がるし反対！

ＢＯＸの利用をこれからもずっと続けて行きたい。牛乳パックのＢＯＸもあるいは定期回収があれば良いと思います。

有料化は不必要。

ゴミの量に応じた負担を求めるなら、住民税は全員一律でなければおかしい。（税に応じた行政サービスをしていないのに個別に例外を
作らず、もっと全体のサービスについて、サービスのあり方を公開して欲しい。

今の所、まだ納得が出来ないので、資料(説明)等を充実して欲しい。有料化となった場合でも極力安くして欲しい。

戸別収集は賛成。家庭ごみ有料化は以下。イ．燃やすごみ　ロ．燃やさないごみ　ハ．プラスチックごみ　早めに有料化。

いつもお世話様です。大変感謝いたしております。家電のリサイクル料が市から紹介された当番業者より民間の方が年中無休で営業時間
も長く、冷蔵庫（２３０ℓ）の場合３０００円程安い。ゴミ回収車の一日の作業時間が短いように思います。処理費用に関係しているよ
うでいつも気になってます。（皆さんマナーも良く大変頑張って作業していると思います。）

家庭ごみの有料化もしかたないが、まずは過剰包装を無くすのが第一では。包装する無駄な事では?

現在、マンション敷地内(マンション玄関横）にグリーンボックス置場があり、各ゴミ回収日に出すよう貼紙をしてあるにも係らず、近
隣住民による回収日無視でのゴミ出しが行われている現状。しかし、ゴミの有料化、自宅前回収となれば、マンション住民のみのゴミ置
場として管理徹底ができ、今後のゴミ有料化等には賛成であり期待している。

ダストボックスまで出しにいくのは、住民として当たり前のことだから変えるべきではないと思う。効率的かどうかは別として、戸別回
収というのは、町の雰囲気を悪くすると思う。ますます近隣との交流がなくなる。資源ゴミがどう再利用されるかを知っていることは大
事だと思う。それが分からないとやる気がおこらない。「自分も町に貢献している」と思うことは気持ちいいことであるし、その方がや
る気がおこる。



家庭ごみの有料化に関しては、自分で生活して出しているごみなので、ある程度の負担は必要だと思います。ただ、その負担した金額が
どのように使われ、何の為に役立っているのかを明確にして頂きたいと思います。戸別収集については反対です。一軒一軒ごみを回収す
る方が今よりも手間がかかり、人件費もかかるのではないでしょうか？　もし戸別にするのならば、カラスや猫による対策、夏場の回収
時までの対策、ごみのプライバシーに対する対策等を十分に検討して頂き、戸別収集するメリットがどの程度あるのか、説明をきちんと
して頂きたいと思います。また、その説明等についても、日中家にいるひとばかりでないことも考慮して頂きたい。

市では色々の方法でやっているけれど、何と云っても出す人のモラル。その他品物にもゴミになる物が多くついていすぎる。作る側でも
考えてほしい。

問２１のその他に記入しました。よろしくお願いします。

一年前、10月１日よりのプラ分別で、私どもの家庭では菓子の小袋１つまでもプラに分別して来ました。それによって、燃えないゴミは
まったくへり燃えるゴミは毎日出せますが、（ボックスに入れられるので）プラゴミは週１回（家庭にたまってしまいます）しか収集が
ないため困っています。他の方達もどうされているのか、プラも燃えないゴミもいっしょくたに出していろ方が多いようでがっかりいた
します。これは市の徹底した指導がされていないからではないでしょうか。これは大きな課題だと思います。その上で戸別収集は賛成で
す。

現在でも指定された日時にゴミを出せなくて、ひどい方などはスーパーやコンビニ、高速道路のＰＡのゴミ箱に入れるなど問題が出てお
ります。（有料化などでそうしていらっしゃる方もいるのではないでしょうか？）　東久留米にはゴミを処理する施設があるのでは?
その施設があるからといってゴミを多くだしてもという考えには反対ですが、他の施設のない所よりも利用しやすい施設であってほしい
です。併設の温水プールなどにはとても満足しております。

グリーンボックスがなくなるのは、かえって美観上良くないと思います。

家の中にゴミを置いておきたくないという方も多く、毎日ゴミ捨てをされてる方もいます。我家は収集の朝、なるべくボックスの中へ入
れるようにしますが、カラスも多く、よく生ゴミ、プラもひっぱり出しています。やはり戸別になるとネコやカラスが来るのではと不安
もあります。家族がそれぞれ学校や仕事に出掛けるので、近所の方に迷惑をおかけするような気もします。ポリバケツを使っても風が当
たる場所なので、ころがって道路にいくのでは？と今の収集のままが都合が良いです。（かってだというのもわかっています）

他の地域ではごみの有料化されていて東久留米市は遅いと思いました。これからも自分自身、家族と話合って行きます。

市民の参加はよくわかりますが、商品の包装、又は包装材料等、業者などの全国的な働きかけ、売り手の努力をうながして欲しい。商品
購入を考えざるを得ない。各市だけの考えだけでは、市民に費用と負担がかかるばかりです。包装バックの種類が多すぎる。捨て方にま
よう。

そもそもゴミ捨て場のない人にとっては全く意味がないアンケートである。それで、今年の市、都民税が２倍ちかく上がるとは怒りを通
り越して呆れるばかり。そろそろ東久留米市から引っ越ししようとも考えてしまいます。

家庭ゴミの有料化はやむを得ない所もあるが、戸別収集はカラスにゴミをばらまかれたり、散歩中の犬がゴミにおしっこをかけたりする
可能性がある為、今まで通りのＢＯＸ収集の方が良いと思う。

有料化、戸別収集は仕方ないと思う。有料化した場合、安すぎても高すぎてもいけない。一回当たり住民が負担にならないように、まと
めて払うのも大変な事もある。一回ごとも面倒かも知れないので、月払いで進めていけたらいいかと思う。

有料化に依ってお金を払えば良いという安易な考え方をする人もあると思う。有料化は効果的でない。家族構成に依って子育て家庭はど
うしても多くなる事。共働き家庭はトレー物が多くなるなどライフスタイルでも違うので難しい問題である。大きな事を言わせて頂く
と、缶、ペットボトル等、企業が売上向上の為に次々に開発しているものは消費者が持ち込む事に依って有料還元出来れば良いと思う。
企業やスーパーの消費者に対してのサービスを還元制度とするなどは良いと思う。

すぐ近くが新座市で東久留米駅までの通り道なので今までもいろいろなゴミを置いていく。もちろん分別などしない、雑多なゴミをかま
わず捨てていく。粗大ゴミ等もそれを負担させられては困るが見張っているわけにはいかない。どうしたらよいか。

各自治体毎に色々な収集方法があると思う。住民は決まったルールに従うだけです。

前述した通り、我が家は３人の子供と老母の介護をしながら共働きしている。必死に働いて給料から約６万もの住民税を払っている。単
身あるいは扶養家庭はその半額なのだと思うと何の為に働いているのかと思う。その上、ゴミまで税金内で処理しないのかと思うとがっ
かりしてしまう。指導者の配置や効率の悪い収集方法は人件費が無駄に増えるだけなので止めてほしい。



有料化は反対です。いままでどうりが出しやすくていいです。ゴミの分別も減量もいっぱいいっぱい努力しています。

戸別収集になっても日中不在の場合、不法投棄のゴミが置かれても判らず収集してくれない時の処理についての考えはどの様になります
か？　不法投棄についての取組みが見えてこないです。ごみの有料化で分別が進むとは思いません。しかし処分場運営を考えるとしよう
がないのでしょうか？　アンケート中にあった効果・有料化収入の使い道等をアナウンスして欲しいです。

８年位前に本町に引越してきましたが、この地域には自治会も無い為、誰もボックスの掃除をする人もなく、又ゴミの出し方もルールを
守らず回りはあらゆる種類のゴミであふれていました。家がダストボックスの横なので、出来る範囲内で一人で掃除をしています。最近
はだいぶマナーも良くなって来ましたが、小規模のアパートがいくつかあるので、引越しのシーズン等は、特に不法投棄がひどいです。
こうゆう地域は戸別収集になれば少しは各自が責任を持ってゴミ出しが出来る様になれるのでは・・・と思います。又、戸別収集になっ
ても当分は以前の集積所に不法投棄をするひとがいると思われますので、こういう場所へのポスター貼りや小規模アパート等への指導員
の派遣等力を入れていただきたいと思います。

独居の場合、週２回のゴミ袋を買うと少量しかなくても家に置いておくより収集に出すと割高になる。

私宅はゴミボックスが併設されております。ゴミの出し方のマナーや開け閉めの騒音等々多数あり、いろいろ工夫し努力しております。
注意書きをプリントして標示したり、今ではだいぶ守れるようになりました。個々地域住民の心がけ一つで町全体が気持ちよく生活が送
れるのではないでしょうか。有料化になれば自分の家のそばにボックスがないからどうでもよいという無責任な考え方がなくなるのでは
ないかと思います。

散歩していてゴミの不法投棄が目につくので心配しています。

生ごみを肥料にしたり細かく分解できる機械がもう少し低価格になったら購入し、東久留米の農園等に利用できると思う。いくら消費者
が努力しても商品にすでに包装がされていると、結局もったいないと思いつつ中身を取り出したら、包装袋、パックは不要になるので、
もっと企業努力してほしい。それか、昔はビニールでは野菜等は包装して売られていなかったので、海外の市場のようにカゴ盛りとかで
いいからスーパーもそういうふうに売ってほしい。

有料化は仕方ないと思うが、負担が大きすぎると勝手にすてたりする人が中にはいると思う。その時に不法投棄の分は誰が負担してすて
るのか？　家の所に置いてあった人が負担するのか、そうでは困ります。自分の物以外にお金をだすのはイヤです。５階の共同住宅に住
んでいますが、置く場所、当番制での管理になったら困る。（特に今は働いている方が多く、早く出て遅くまで仕事と言う人は少なくあ
りません。ゴミの管理までさせられては生活に支障があります。）

今の御時世、有料化はしかたないがもう少し行政が直接市民に分別の指導をしてもいいんじゃないでしょうか。小学校や中学校、高校へ
指導しに行くとか、子供の時から身に付けさせた方がいいと思います。老人世帯にも同様にした方がいいと思います。ドイツやヨーロッ
パの先進国をみならって。

問１８，１について、ごみの有料化は市民全体で負担すべきと思うので減免は必要ないと思う。戸別収集について、現行では週２回（も
えるごみ）回収になっているが、せめて週３回以上の回収（特に生ごみ）を考えてほしい。

私は一人暮らしなので、ゴミの量は大分少ないと思います。有料化の場合、一律の料金は納得が出来ません。

今までもゴミ収集車が道路に止まって作業をしていると車が通行出来ず待っている時がありました。戸別収集になると狭い道路でもゴミ
収集車が入ってきて作業をする事になりますね。その辺はどのようにお考えでしょうか？

スーパー等でのパックを等を回収する箱をレジの近くに設置してほしい。毎日の食品のプラの数が多い。大型店、小売業者は考えてほし
い。

グリーンボックス周辺の衛生状況が悪く、きちんと当番を守らない方もいます。不法投棄も目立ちます。個人的には戸別収集が良いと思
います。

公団（分譲）に住んでいますが、今のままでいいです。（滝山６－２－２）

有料化：市税での当然の公共事業と思う。今まで以上に効率化、市民へのサービス向上を計り、公平なサービスを提供してもらいたい。
土日の回収や粗大ゴミ受付を実施してもらいたい。
戸別収集：プライバシーやセキュリティ問題のリスクが大変大きく、実施すべきでないと思う。紙類への放火のキケン性やストーキング
ｅｔｃ．現在集合住宅在住でシュレッダー使用して紙類を排出しているが、それでも不安。公共事業全般的にもっと効率化すべき。



・元々商品が過剰包装の場合は消費者にはどうしようもない。市民の側に削減を求める前に、製造業者、販売業者に過剰包装を徹底して
無くすよう厳しい指導を必ずして下さい。市内の販売品を全てチェックするくらいの事はしないと納得できない。そうすれば根本からゴ
ミは減ると思う。
・有料化するのであれば、必ず減った税金分は市民に還元するべきこと！！！！
・この調査を（株)に委託した事がむだ使いではないか。市役所内部で出来ないのか。いか程の出費か公にしてほしい。

現在、東久留米にあるグリーンボックスは大変ありがたいし、町もきれいだと思います。戸別収集になった場合、恐らく保管の時間にも
よりますが、カラス等の対策をどのようにしたらいいのか問題点も多くあると考えられます。他市では取扱が中止（グリーンボックス）
が無くなったようですが、結果はどうなのか。個人の希望としては現状のままにして頂きたいと思います。

戸別収集は別に反対はしませんが、アパート・団地・集合住宅等、仕事をしている関係上、ゴミ出しが早くなる。それにより周りからの
苦情等が多くなるのではないか?　また、不法投棄等があちこちに出来るのではないか？

ごみが有料化になる事はしかたのない事だと思います。その前にスーパーなどで買う事により、ゴミ（トレーなど）も一緒に買ってい
る。そういう所から見直しをしなければ、もっとゴミは出てくると思います。もえるゴミボックス、カン、ペットボトルの収集は、今ま
ででいいと思います。ダストボックスの周りを片付けたり、キレイにするのは使用している者がやるのはあたりまえだと思います。市外
の者がゴミを捨てに来る事がありますが、それも大きな問題だと思います。

特になし。

今年の４月より自治会の当番で役員になりました。私達の所はグリーンボックスが道路の脇にあり、その道路は公道で一般の人の通勤、
その他で利用しますし、自転車が頻繁に通るので自治会以外の人でも、ごみを捨てるので看板を作って注意書をしても殆んど守られなく
て、特に近くのアパートの人達も勝手に捨てます。毎日チェックして分別しますが結構大変です。そして自動車がかなりスピードを挙げ
るので、夜は特に危険ですので、自治会（19世帯）で検討しなければなりませんが、いろいろと事情があるので、私個人としてはグリー
ンボックスを廃止して有料化しますと個人個人が責任を持ってごみ問題に関心を持つのではないかと思います。常にごみを管理してます
が、目が届かないので無理です。特に不法投棄は分別していないのでひどいです。

問15について書いている。市は本気で考えているようには思えない。有料化は最後の最後の手段と思う。

消費者ばかり負担するのではなく、ゴミが出なくなるよう業者、各メーカーに厳しく規制を設けないとゴミは減らないのではないでしょ
うか。ゴミを作らないのが一番だと思います。

各人が家庭ごみに対し興味を持つことは良い事だと思います。実際問題として、自分の家の前に置かず、コンビニなどのゴミ箱に入れる
のでは？　市のお金の事がからむなら、市役所の人数を減らしてほしい。人件費をおさえて予算をあまらせてほしい。サンダルで役所内
を歩いている人たちは、どこの会社にもおりません。そんなルーズな仕事をするのなら人を減らしては?　産休、育児休などしても同じ
ポストにつけるのは市職員だけです。市保育園も職員から先に入れます。自分達を少し減らしてから、ゴミを減らしましょう。

戸別収集になると、長時間、玄関先にごみがあるという事なので、猫やカラスの被害が心配される。また、時間もかかるし、時間指定な
どあった場合は勤めに出る人はどうすれば良いのか?　もしゴミバケツを用意する等などなると、補助はでるのか？　いろいろな課題が
多いが不法投棄などの問題が多いのでは、戸別になり有料となる事も仕方ないと思う。

有料化してない地域への不法投棄はどうすのか？　不法投棄は個人一人残らず摘発するのか？　有料化のみが先行して上記の理由（不法
投棄）に対してまったく情報対策がない。このままだと街にゴミがあふれる。

不法投棄をすみやかに、しっかり予防対策、処理してほしい。

不法投棄が多くて困るのですが、有料化や戸別収集となると、ますます増えるような気がします。各自の意識の問題なのでむずかしいこ
とと思います。（自分も家族も含めて）

団地なのでやはり１Ｆのどこかに集める様になると思うので、ボックスがなくなるだけで今とあまり変わらないと思う。それだけに他か
らの不法投棄がふえると思う。（専用ゴミ袋に入っていない物は団地で負担するの?）　有料化されればなおさらふえると思う。粗大ゴ
ミがそのいい例だったのでは・・・。　今だに不法投棄があり、自治会費の中から処理費を出しているのです。みんなが守らなければ、
困る人も出て来ます。

不法投棄（特に賃貸マンション、道路、公園等)対策の強化を検討してほしい。

有料化した場合は、応分の市民税の低減を行うことが絶対条件だと考えます。



ごみ処理の方法はまだどの方法が最上か世界的にも手さぐりあるのに、まさに現在の経済効率論といったらいいような財政に費用がかか
るから、へらすのにどうするかという、金から始まり後から理屈をつけているような所がある。エコロジーのサイクル化は十分考えてい
かねばならないだろうが、あわてて実行してまた方法を次々と変えていくようなことのないよう、じっくり考えるべきだ。社会自体が
様々なものを製造する会社などでも変化している。どこかの市町村でいいことしているというとすぐ視察したり、まねしたりするより、
東久留米の実情と自然や町の力、インテリジェンスある人々の知恵を借りながら実行を考えた方がいいと思う。たとえば、柳せん園も新
しい焼却施設でダイオキシンは減らしたといっても、より焼却能力があがったといって、たくさん燃やしている訳でそれなりに前より多
くの危険物質は放出されている訳ではないのか。前にも書いたが、始めから目的ありきのアンケートは心理学的にもこの質問の製作者の
意図する所へ導かれ、考え方がせばめられていくように思われるが、違うだろうか。「民意」というあやしい「アンケート」の中身が少
し気になっている。もう一度と云えばお金から出発しても動かせないと思っているものが、真に動かせないが、考えればゴミの問題は大
問題だけに、他の予算すべてに手をつけることを考慮して考えていくべきではないかと思う。

ごみの有料化は反対です。お金を出せば、それで解決というものではありません。現在の生活の中で、ゴミにならない物が売っていない
状況。企業の努力でゴミは少なくならないのでしょうか。自宅の庭で、紙ゴミや落ち葉等、燃やすこと事はできないのでしょうか。地域
での清掃活動のあと、たき火ができないでしょうか。

事業主でも事業用にゴミ出しをしていない店等があります。こういう方に限ってマナーが悪く、考えてみるとこういうケースが税金の負
担率を上げているのかと、今気づいたところです。今後、事業主に対しての指導を徹底して頂けないのかと思っております。

有料化は当然と思う。民主主義の時代では自己負担（相応の）、自己責任を自覚するのによい機会になってほしい。又、受益者負担する
よいチャンスであってほしい。何でも公共にまかせずに相応の協力も必要だと思う。

ゴミの有料化については、将来的に仕方のない事だと思うが、まずはゴミＢＯＸをなくすことから始めるべきなのではないかと思う。す
ぐに”ゴミ袋いくら”　”年の負担がいくら”では、見当もつかないところが現状だ。ゴミＢＯＸがあるから不法にすてる人が減らな
かったり、維持費だけでもそうとうなお金がかかってると聞いているし、ＢＯＸ掃除もする人としない人といるのも同じ税金を払ってい
るのにおかしい事だし、まずＢＯＸをなくして、どれだけのお金がうくのか、それを調べて、その後に負担金を考えるべきではないかと
思う。それと個別集収の場合、”家の前”となっているが、他の市のように、ＢＯＸの後の場所に集めればよいのでは？　なぜ”家の
前”が前提なのか、よくわからない。日中外に働きにでる人が多い今、なぜその方法なのかよくわからない・・・。もっともっとアン
ケート等を行って考えていく必要があると思う。とても中途半端な気がする。

１人暮らしなので、あまりごみが出ません。有料化はかまいませんが、小さめのレジ袋サイズのごみ袋がほしくなると思います。10リッ
トル分たまる程ずっとゴミを置いておくのも不衛生なので。よろしくお願いします。

有料化について：税金として回収・プライバシーは守られるべき！　あまりにも規制ということでしばると弊害が出てくると思う。住民
に極力負担のない制度に！

①有料化にすると支払わない人も出てきます。そうなると不法投棄が逆に増えてしまうのではないかと懸念されます。払わない人に対し
ての指導、対策をどのように考えているのでしょうか？
②個別集収は逆に非効率化を招くのではないか
③有料化にして効果を上げている他地域の例を具体的に示してほしいと思います。

・家庭ごみを有料化すると、ゴミの不法投棄が多くなる様に思います。（林、緑の多い街ですが、こういった場所のゴミが今以上に増え
る様に思われます）
・以前住んでいた所では年間45リットル、10枚入りのゴミ袋の引き替え券を無料配布(10枚入りの袋×10ヶ分)（住民票がその市に有る人
世帯のみ）し、その配布分を越えた分から個人負担としていた。これでも充分にゴミは減ると思います。

戸建ての家庭は近所の方の目もあるので無茶な出し方はしていないが、アパート、マンション付近の収集所はちらかっていたり、可燃、
不燃が混ざっているゴミを目にする事が多い。一人暮らしの人などは説明会などは行かないと思うし、確実に情報が届く様にしなけれ
ば、分別は無理だと思います。余計に散らかるのでは・・・。

この問題に関して、どの市町村でも有料化はしかたないと思っています。自分では、徹底しているつもりですが、プラ回収ゴミがことの
他多いので、びっくりしています。不要品は、ゆずったり、本類は図書館に寄付したり、ブックオフに出しています。古雑誌＆新聞＆ダ
ンボール＆ボール紙はボランティア回収（第２火曜日）に出したり・・・。これからも、がんばります。

戸別収集は、グリーンボックスを置けない場所等は必要と思いますが、市内全体となるとそれだけでも相当な経費が増えるような気もす
るのですが。ただ分別化は進むと思うので、総体的にごみの排出量が減る面ではいいと思います。

・戸別収集はよけいに手間と費用がかかる。
・有料化にするのは戸別収集だからじゃないのか？　という疑問が生まれる。
・市民税を払っているのに更にゴミ処理で市に払うお金があるのかと不思議。
・商品を作る企業が全て負担して欲しい。結局市民は出来た商品を買う事しか出来ないのでゴミ有料化は疑問。

燃やせないゴミが以前よりも増えるようになった。→白色トレイを分けて出す方が良かった。

生ゴミの場合、水分を切る為に逆にしてビニール袋のしぼった方を排水口に夜から朝まで重しをして置くと減量化になると三分の一位は
少なくなる様です。毎日そうしております。水も切れるようにして、減量化になるように考えています。



2000件位のアンケート集計を外部業者に頼まなくて良いのではないか。貴重な税金を大切に使ってほしい

・生ゴミについて、生ゴミは、レジ袋などに入れてから大きな30リットル入りゴミ袋に、さらにゴミ箱に入れて出している。ゴミ箱に直
接生ゴミを入れた方がゴミ減量ができるが悪臭等問題がある。コンポストをおく場所はない。ゴミ処理機を買う余裕はない。
・ゴミ出しのルールは、転居してきた時に、住民登録の時に時間をかけて、ていねいに説明して欲しい。
・マーケット（マーケットに、ゴミ集積所を設置する義務を負わせてはどうか）、店などで供される白色トレイに入った肉や魚は、「も
えないゴミ」増加の大きな一因である。
・ペットボトルや紙パックも極力、ビンに戻すべき。又は、リユースしやすい頑丈な容器にすべき。リサイクルよりリユースの方がゴミ
は出ないから。
・違法投棄については、住民への情報提供も良いが、子供たちへも教育の場面で、教えていくべき（親が無責任であてにならないか
ら）。

ゴミの有料は仕方のない事だと考えているので、企業もごみ問題をよく考えてもらいたい。

有料になればそれぞれ各家庭で少しでも減量になると思いますが（プラ）や（ビニール）その他の燃せないゴミがどの程度減らせるかと
思います。

ごみを有料化することによって不法投棄など今の現状よりもっと悪くなるのではないかと思います。今までのごみの出し方でも充分なの
ではないでしょうか？　いきなり有料化にするよりごみの出し方やリサイクル方法などもっと市民の方に説明したりするのが先なのでは
ないかと思います。まずはごみに対する意識を高めた上でのことだと思います。

今現在自治会でルールを作りきちんとみんなで守ってゴミを出しています。みんなの理解があればより良い方法になると思います。是非
住み良い美しい市であって欲しいです。

年末年始も、収集して欲しい。30日まで仕事の為、31日、１日、２日にゴミが出る為。

仕事をしている方の出す時間と回収時間の差が開きがあると、猫、カラス、臭いが心配です。

戸別収集は共同住宅に住んでいると何の変わりもなく、ただ有料になり、不便になっただけのような気がする。

どうして有料化や戸別収集しなければいけないかという根本的な問題を大きく取り上げてほしい。例えば地球温暖化など。

市民皆よく考えごみ問題に対処していると思う。一部違反ごみを出したり、ごみ箱付近に駐車して収集事業を妨害している他市区の車も
あり、その都度注意しているが非協力の事あり警察に今後も通報する予定。

有料化、戸別収集はコスト増につながると思います。コスト削除を考えて欲しい。

やってみないと具体的なことはわかりません。

夜中の不法投棄が無くなります事がありがたく思います。

私は定年後、マンションの管理人を行っています。（武蔵野市、有料化行っている）マンションに管理人がいるところは整理されている
が、管理人がいないマンション等は整理されていなく、収集する人がこまっているので十分説明すること。

有料化には賛成します。戸別収集についても賛成です。ゴミＢＯＸ掃除がなくなるのは、気分的に楽です。



東久留米市やその周辺の市は、まだ雑木林や屋敷林等が多く残されています。夏等、持ち主だけでなくその周辺の人間も影や風等の涼し
さの恩恵を受けています。春秋の自然の美しさも共有しています。自然は地球の温暖化対策にも欠かせないはずです。住民は落ち葉等は
自分の物でなくても掃いたりしていました。しかし、落ち葉等で迷惑をこうむるという声で伐採の方向にむかっているのも最近の動きで
しょう。ごみ有料化で道に落ちている落ち葉をだれも掃かない邪魔物あつかいされる。これってすごくおかしいですよね。単なるごみ有
料化は自然を荒廃させ、人心を荒廃させます。

猫やカラスが多いのでゴミボックスがあった方が良いと思う。

ゴミの有料化は今現在仕方のない事だと思います。ただ、我家の前はゴミＢＯＸで、自治会等もないため、いつも汚く、不法投棄もたえ
ず連日掃除をして、不公平感を感じます。戸別収集は大賛成ですが、徹底してほしいです。有料化ならば、私のようにゴミの為、毎日嫌
な思いをする人がいなくなるような配慮をして欲しいです。

今後、有料化はしかたないと思うが、その浮いた金をどのように市民に還元するのか？他の方面も市の経費節減するように努力してほし
い。市議会議員が多いし、市役所職員が多いのではないか。

販売店に過剰包装をしないよう指導は出来ないのですか？　スーパー等はみな包装されて、魚や肉、野菜を売っているので、いやでも過
剰包装な物を買う事になる。

戸別収集に関して、どの程度の戸別かがわかりません。アパートの場合でも玄関先に置くのか？　集積所を現状のまま利用するのか？
その場合、アパート、マンションに無関係の人が置いていくこともあると思います。現に、ペットボトルや空き缶、びんのＢＯＸ付近に
家庭で出た粗大ゴミや可燃、不燃ゴミが投棄されている事も多くあります。資源回収日の管理も検討して欲しいです。

以前、住んでいました埼玉県（群馬県に近い市）でゴミの量にあわせた券（100円とか200円）を決められた曜日にゴミの袋につけて出し
ていました。（ゴミ券は市役所で販売していたようでした）

家庭ごみの有料化は100％賛成ではありませんが、減らす意識は高まると思いますが、数百円という単位でも毎月、一年を通して考える
とやはり負担です。良くなる所もあると思いますが、やはり不法投棄が増えると思います。そのへんで有料化は＋になるのか、－になる
のか大切な所だと思います。

ごみになるものを出している商社にもっと責任をもたせるようにする事。

現在スーパーの袋も「燃やしても大丈夫」と注意書きがあるため、わざわざごみ袋を使用させるのは、逆にごみをふやしていると感じ
る。また、市民のごみ有料化ばかりのアンケートになっているが、有料化にしても慣れてしまえば、何も変わらないはず。消費税の３％
から５％がその例である。意識を変えることが必要だと思う。環境にやさしい物作りを行う業者と消費者が一緒に同時に行うことが大切
だと思う。最後に行政のお役所的な考えを一掃すべき、民間企業の様にＣＳを考えた市役所になることが最優先課題でしょう。今の市役
所の体制はまったくもって古いです。

ゴミの分別が今よりは徹底されると思う。

有料化の場合、経済格差を重視すべき。一定所得以下の家庭は免除して欲しい。お金が無いのでごみを捨てられない事なき様。又、ホー
ムページのごみに関するページについて、分別の仕方を調べる際にリンクがわかりづらいので、もう少しすっきり一覧にまとめて欲し
い。

ごみ有料化で今まで以上に気を付けると思う。不法投棄も多くなると思うので対策も考えてほしい。

ごみの不法投棄が多いし、回収してないゴミもよくない。場合によっては名前をかくことも時に必要だと思う。

戸別収集になっている地域を通ると、ポリバケツが道路に散らばっていて、交通の邪魔になったり、カラスよけのそれぞれの対策で、そ
の家の美観をそこねたり、よけいに物が散らばり汚らしい。私の地域は時間通りで、ルールにそって皆出しているので、なぜグリーン
ボックスをなくすのか理解できない。以前よりゴミも減ってるし・・・。グリーンボックスでもやれる市にしていってもいいのではない
か。

ごみの収集時間を守っていただきたい。（道路の混み具合や車の都合もあると思いますので、なるべく希望します）

各家庭での戸別収集については利点もありますが、グリーンボックスは東久留米で最も便利なシステムだと思ってますので、今後も使え
るととても助かります。空き缶入れはできれば入れる時、もう少し工夫ができたら、なお嬉しいです。



ゴミに対する責任の所在が明確になるのは、非常によいと思うが、マンションなどの共同住宅はどうなのか？　ゴミ捨てのマナーが悪い
のは、共同住宅の多い所のように思います。世帯ごとに名前の入っているボックスなどを使用するのですか?　世帯ごとのボックスがあ
れば、カラスの被害対策にもなります。ゴミボックスは有料でも良いと思います。

粗大ごみ有料は今まで通りで多少料金上げは、しょうがないとしても、分別ごみ出しに協力していますから、これ以上有料などありえな
いし、許されない。外の自治会とはちがう。

有料化にしてよろこぶ人はどんな人達ですか？　一般の人達はみんな反対ではないか。収入が減っている。税金が上がっている(市民
税）のに。

ごみ減量化のＰＲや分別のＰＲなどは良いと思うが、あまり規則規則と多くなると住みにくい。資源ゴミの収入もあるのですから、もう
少し企業努力を考えてほしい。

戸別収集について、道路沿いの家なので、他人に勝手にゴミを置かれてしまいそう。（今でも缶など捨てられることがある）ネコやカラ
スに荒らされたゴミを片付けない人への不満がでてくると思う。現在も片付けない人がいるが、ニオイや美観の問題から、ゴミ当番でな
くても、我家のゴミ袋で片付けをしている。戸別収集になったら、プライバシーの問題もあり、他人の家のゴミは片付けられない。ま
た、有料化になったら、自分の家のゴミ袋を使って、他人の家のゴミを片付けることはしない。

有料化の袋には世帯主の名前を書く欄があり記入する。田舎では戸別回収ではありません。（山形の田舎にてこうしています）「こうい
う風にゴミが減りましたよー」とか宣伝してほしい。頑張る気がする。人と話すと新聞チラシ雑誌以外の紙（学校からの印刷物、カレー
粉の箱etc）をリサイクルとして出している人は少ないと思う。出してよいのかどうかを迷う人もいるので、出し方を伝えてほしい。

有料化賛成。戸別収集は無理だと思う。

金を払っているのだからと好き勝手に解釈して決まりを守らない人が出る可能性もありそう。

家庭ごみの有料化はやむを得ないと思います。

今でも守られていない方が多いので有料化する前にいろいろな方法でＰＲしないと、大変だと思います。

・有料化にして、それ以前に掛かってた経費はどこへどの様に使われるのか。
・収集時間も区分（時間）をある程度限定しておかないと半日も玄関先へ等という事は動物等の被害に合いかねないし不衛生でもあるの
で・・考慮する点はいくつかですね。

戸別収集の具体策の明示がなくアンケートに答えにくい。

収集車が道路に居る時間が長くなるので、交通事故を含め、通行の邪魔になって困る。ゴミ袋も、現在の炭カル入りの物を同じ価格以上
になるのでは困るし、入手できる場所もスーパーコンビニ等多くするか、戸別収集の際にポストなどに入れていってほしい。

ボックスが近くにあるのに使用せず、他の所から捨てに来るのは不本意。夜中でも、カン・ビンを捨てに来て、ものすごい音がして迷
惑。戸別収集にすれば、これらがなくなると思うのでよい。

私の家は戸別集めですので気を使って、すてて居りますので問題がありませんが、管理人が住んでいない１人者のアパート（特に男性の
一人者）では収集日のゴミの分別が出来ていません。

・有料化はしかたのない事だと思います。みんなが出す物だし。でも、そのお金がゴミ問題の事について適切に使われるかは、疑問が残
ります。

・戸建ての場合、庭木剪定のゴミが頭痛の種になると思う。その結果ブロック塀ばかりになるのでは？
・袋に入らない大きな物（例、ふとんなど）はどうなりますか？

私たちがいくらゴミを分別しても、どういうふうに処理しているのか、分別した通りに処理しているのかがわからないので、それを説明
してほしい。



①環境問題は、今後益々重要になります。個人個人が自覚をもってゴミ減量、分別にとり組むためにも、ゴミ処理の有料化は必須で、東
久留米市も迅速に移行すべきと考えます。
②市の管理下にある現在のゴミ置き場（各地域毎にあるもの）の有効利用について検討して欲しい。

戸別収集だと今のボックスのやり方より、時間も労力もかかり、それなりに収集車への労賃も余計にかかるのではないでしょうか。今の
ままでいいと思います。こういった反対意見もあるのではないでしょうか。

戸別収集により不法投棄がなくなる。道路近くにグリーンボックスがあるため、何でもおいていくため分別関係なくとてもきたないし、
困っている。

ごみの有料化には反対です。減らすには、まず、市が定期的にセミナーや講習会を開き、現状を知らせ、将来の危機的状況の打破に向け
てやれる、努力できる方法をまずは市民に伝えるべき！！　市の職員が出来ない、使えない奴であれば、各自治会ごとにごみを減らす講
習会を強制的にやるべきである。戸別収集については、反対！！　ねこ、犬による、バラまきが見えています。においもさらに強くな
り、逆にマナー違反が増えます。まずは市で動いて下さい！！　それから有料化しても遅くありません。

私の家の前はＵ字溝になっていて雨が降ると家の方のＵ字溝に沢山流れて集まります。私の家で掃除してごみを出しますが、他の家のご
み代金の負担することになると困ります。

資源回収のための、牛乳パックや乾電池回収ＢＯＸが少ないので、充実させて欲しい。有料化した場合、浮いた税金がどうなるのか、明
確にして頂かないと納得できないと思う。

戸別収集にカラス・猫の食べちらかしは各自ポリ袋などに入れポリバケツ（フタ付の物）を用意し収集日に出せば、被害を防がれると思
います。

スーパー、各商店業者が、食品トレイ、包装などごみ減量などに、もっと関心を持って頂くことはできないのでしょうか。私達はごみを
買っているのです。両方でゴミの量を減らす努力をして、はじめてごみ減量効果が、見えると思います。

ごみは生活する中で必ず出てきてしまうものです。減量、分別をさらにＰＲするなどして、有料化しないようにお願いします。

まじめに決まりを守っている市民として賛成です。

有料化にしてもお金がないからといって不法投棄していく人は増えると思う。払ってる人が損した気になりそう。戸別収集は収集する人
にもかなり負担になると思う。一日では終わらないだろう。

ごみ有料化は必要だと思う。各戸が責任を持ち分担(費用）するのは良い事だと思う。ただしゴミ袋が一様に大きいと出す量によって保
管期間が長くなるので、大中小など袋の大きさが一律でないと便利だと思う。

グリーンボックスがあるので大変良い環境だと思っています(ただし、他の市の住民がボックスに投入しているという話を聞いた事があ
ります）。戸別収集、ゴミ袋の有料化は絶対に反対です。当番でボックスまわり、ビンのカゴ等、きれいに清掃していきますので、何の
問題(カラスｅｔｃ）もありません。こまめに出せるのがうれしい事ですのでグリーンボックスは撤去しないで下さい。その方が収集す
る時間がかからないとおもいます。そしてどうしても有料化にしたいのでしたら全世帯一率でお願いしたいと思います。グリーンボック
スはそのままでお願いします。

戸別収集反対！　グリーンボックス継続希望！　ゴミが出るということはそもそも購買行動が発端となるもの。まず小売店等へのはたら
きかけが先なのでは。

ゴミ有料化は賛成とはいえませんが、ゴミ袋を買う必要がでるのが、とてももったいなく思います。有料化にしてもゴミ袋を買う方法以
外でなにかないか、是非ご検討下さい。捨てる為のゴミ袋購入反対！

住民税が高いので、これ以上負担したくない。



戸別収集は絶対にやめてほしい！　有料化も基本的に反対。
①グリーンボックスは本来効率的かつ衛生的。生活にも便利な優れた方法。
②ゴミを戸外に置いて家に入った２分程の間にカラスに食い散らかされたことがある。最近カラスが増えてきた気がする。ボックスなら
安全。網は道が狭くて大変邪魔になる。
③人の家に平気でゴミ（ドリンクの空容器、パンの外袋、タバコのすいがらなどなど）を平気で投げ入れる人がいる。自分の家の袋に入
れてゴミ出ししているが、これが有料となるとどうなのか。他の家の木の葉も大量に来て、一月に数袋分出しているので不満。
④ボックスへの不法投棄者がいるからというが、一体どれだけの量のゴミが入ってくるのか？　ボックスを廃止しなければならない程の
量のゴミが域外から来るのか?　その算定根拠は？
⑤ボックスではなく一般家庭の前に置いて行ったらどうするのか？　市はそのような場合「未分別」や「指定袋でない」ことを理由に引
き取りを拒否するのか？　それでは一般家庭にシワ寄せが来るだけで無責任。
⑥有料化、戸別収集でゴミ減量というが、そもそも単に税収減を補おうとしているだけなのでは？と疑いたくなる。これ以上、分別もで
きないのだから。（少なくとも我が家では）
⑦戸別収集は大変非効率で、時間、手間、ひいては人件費もかさむはず。有料化しても費用がかさむのでは本末転倒。ありえない。
⑧家の前の道が狭い。両側にゴミ袋が出ることを考えると車や人の通行のじゃま。
⑨夏の帰省時などボックスはありがたい存在。真夏に閉め切った屋内に燃えるゴミとは考えたくない状況ではないだろうか。

すでに戸別収集している町に（新宿･三鷹・武蔵野？）収集日の朝、通る事がありますが、収集作業の方がかけずり回って収集してい
て、すごく大変そうです（収集車をなるべく早く移動する事にとても気をつけています）。地域の通行のさまたげにならないように。戸
別収集は各世帯の努力よりも、ごみ収集の関係者の努力の方がずっと必要なのかも知れません。有料化はいたしかたないと思いますが、
戸別収集は収集作業をする方の負担になると思います。人数も必要の為、ごみ出しの料金もとても増えそうな気がします。

戸別収集になった場合、モラルを守らない人達が増えて、公園、道路、畑、川、空家等に不法投棄がますます増える。不法投棄対策もし
てほしい。（罰金とか厳しく指導してもらいたい）

ぎりぎりで生活している家には有料化はきつくおもいます。戸別収集は、時間に出してほしいといわれても、時間に出せない時があるの
で、そうなるとゴミがたまってしまう。ネットをしてあっても、ネコ、カラスは出して荒らしているので、ボックスに入れてのゴミ出し
のほうがよいと思います。

「プラ」の標示のある容器、袋など燃せないゴミとして集めているものは、実際の処理はどうしているのか？　今の分別では数種類のプ
ラスチックが混ざっている状態でリサイクルが不可能ではないか。不燃ゴミと同様に埋めているなら、分別の意味がないわけで高度の分
別（ｅｘ．ＰＳトレイ単独）を出来るものから進めて行くべきと思う。

現在、戸別収集だが、その方が個人が責任を持ってゴミを出すと思う。カラスやネコ対策も各自が行い、汚れたらそれぞれが自己責任で
片付ける。それで良いと思う。ごみを減らすためには、店側にも協力してもらうべき。必要のないトレー等が多すぎる。店によって出さ
れるゴミは店にも責任を持って回収してもらうべき。少子高齢社会の対策の１つとして、子ども３人以上は、援助をするなどしても良い
のでは。子どもが多ければ、ゴミも多くなると思う。東久留米市は何でもかんでも財政困難のためと言うが、職員配置にはまだまだゆと
りがあるように見える。パート職員をリストラするなどしてから、一般市民からお金を取るべき。5:00のチャイムと同時に自転車置場に
姿をあらわす職員を多く見かけ、タイムカードの前で5:00になるのを待っているのかと思う。朝も8:25を過ぎてから、自転車置き場にい
て、ギリギリすぎる。これで仕事ができるのかと思っています。

戸別収集が実施され、収集の時間帯が狭く限られてしまうと、１人暮らし、仕事している場合はなかなかゴミを出せなくなってしまうの
ではないかと思います。かと言って、長時間、家の前にゴミを置いておくのは管理がむずかしいと思います。

ごみの有料化は絶対反対です。戸別収集も反対、グリーンボックスは取らないで下さい。お願いします。

戸別収集にすると今まで無関心だった人も関心を持たざるをえなくなると思うので良い。アパート住民は仮の住まいという気から、特に
若い人は無神経すぎる。市に転入して来た人には、市、不動産屋さんは特に指導してほしい。戸別収集には大賛成。

ゴミ有料化となる場合、市民税減らして下さい。

保育園や小学校など、子ども達への情報提供の機会やイベント啓発。（例えば「かっぱのクー」を利用した清掃活動などは、子どもたち
から親への影響が少しでもあれば・・・）

ごみの減量化を目ざし有料化の傾向が強まって居る中、各人がごみの減量化に向かって努力するのは当然のことです。が、排出者(この
場合、トレー等の生産者から購入して使用しているスーパー等）の責任はどうなっているのか。買いものに行くと次々と見映えする様に
新しいものが使われていて排出の方はどんどん増えていると思う。これについてはどう考えて居られるのでしょうか。

大通りの収集場所では車で他所の人が分別もしないで捨てているのを見たり注意しています。道路に落ちているゴミを家のゴミとして一
緒に入れたりしていますが、有料になったらどうしたらよいのか。散歩の時に拾っていますが、有料になったら、市の方で始末してくれ
るのですか。それとも無料の袋でもくれるのですか。

ビニール袋の色分けはいかがでしょうか。白：もやせるごみ　ピンク(赤)：もえないごみ　グリーン：せともの金物等で。色別は年令別
にもわかりやすいと思います。



ごみの有料化はある程度やむを得ない問題であるが、戸別収集に関しては賛成出来ない。以前は、道路にごみが出たり、地域でネット
(個人負担）をかけたりしたが、ごみの処理は解決せず、この東久留米市はグリーンボックス設置がある為、とても便利できれいに分別
できるし、利点は多くある。ぜひ、そのまま現設置して欲しいです。

有料化による収入の使い道をすべて明確化して、その使い道が妥当であるかチェックする機関を設立する。

家の近所ではボックスの掃除をして居ます。ただ、１人暮らしの男の子と言うか男の人がかまわず出すので困っています。外の人はきれ
いに出しています。住民の説明会をしても１人暮らしの人は出てこないと思います。今度はよその家の前に置いて行くと思います。

不法な捨て得をゆるすな。

分別自体がとても細かく面倒なのに、その上有料化ではちょっと負担が大きいと思う。私の出身地（地方の市）では、ゴミ袋を指定し、
各戸別の番号を記入して廃棄する有料方式だが、プラスチックやスチロールなども全て燃やせるゴミで良いので、分別はとても簡素。
「環境のため」とか｢費用削減のため」とかいうきれいごとだけでは結局システムとして機能しないとおもう。市民にとって何かメリッ
トがないと。

有料化、戸別収集をするとの前提でのアンケートに不満。有料化する前の行政を含め、市民の努力があっていいのではないか。減量化、
資源化の推進に行政がどんな努力をしたのか知りたい。市民の意識改革のために何をしたか、どんな情報提供したのか。ごみ行政から行
き詰まったら、市民負担への短絡的考えには賛成出来ない。

一部有料は止む得ないと思うが、出来ればゴミボックスは廃止してほしくない。ボックス利用で、よい方法がないかどうかも検討してほ
しい。

市がどのような方法を考えているのか（有料袋の販売方法や戸別収集の仕方など）具体案が出てこないとコメントしようがない。駅前な
どもともとBOXが無い場所は戸別収集に近い方法を採用しているので、BOXの管理がどうなっているのか良くわからないが、収集した袋の
大きさや数によって、費用負担が変わるのであるとすると他人のゴミが出されてしまったりしないのか？

家庭ごみの有料化はやむを得ないと思うので、反対はしない。但し、有料化になるとコンビニエンスストア等のゴミ箱へ捨てる人が増え
てしまう恐れがあると思う。

長い間、東久留米の良い所のひとつとしてグリーンボックスがあげられていたと思います。今でも、私の事で申訳有りませんが、八軒で
毎月協力、外の方が入れられてもボックスは勿論回りも清掃を守って、20年近く住民でパートの方はお仕事が終わってからですが、綺麗
に気持ち良い生活が出来ております。網目の中のゴミを出している所は、それに比べると私は反対です。美化とは言えませんし、気にし
ている方は清掃車の来るまで落ち着かないと云っていられる方も何人からも聞きます。有料化も出来ればせずになります事を願っており
ます。

有料化で本当にゴミが減るのか疑問？　スーパーの袋（レジ袋）に有料化のゴミ袋をかぶせるだけなら無意味。（レジ袋を全面撤退する
なら）シール券をつけたりとか、いろいろな方法を検討すべき。

現在、私共では戸別収集して頂いております。袋に入ったごみ（生ごみ）（燃えるごみ）はポリ容器に入れて出すので、私共としては快
適です。特にカラスや猫などから守れるので散らかりを気にせずにおられます。又ご近所を見ると、当番さんが終了後の清掃に来ておら
れますが、当番になると外出先からの帰宅が気になると申されております。集合住宅（アパートなど）では大規模なところは管理人さん
が居て、スムーズに行きますが、普通はネットもなく、動物の散らかしで車が通ると（風が吹くと）大変なことになります。資源物は
各々決められたところに置く（ペットボトル、缶びん）（蛍光灯）よう心がけてはおります。近くの資源物置場にごみ類(生もの）や卓
上ガスボンベ、割れ物などが無雑作に捨ておかれるので、１週間に２度３度は家に持ち帰れる物は持ち帰って、私共のごみ、資源物と共
に（いっしょに）出しております。もし有料になったら今迄行っていたことは絶対にしません。(今は孫とおせっかいをやいて処理して
いますが）これからは住民や住宅も少なくなっていくでしょうから、協力しながら「お金」「お金｣といわず、つまり、「有料化」が先
にあるのではなく、情報提供をしっかりして清掃作業にたずさわっている方々と共に生活を豊かにやさしい「ごみ行政｣をすすめていき
ましょう。庭の葉や木の枝や葉の始末もせねばなりません。有料化になったら・・・。あるテレビジョンの番組でからすは黄色が見えな
いということを知りました。袋の色を黄色にしたらどうなりますか。これも知ってみたいなと思うことがあります。作業をして下さる
方々には常に「ありがとうございます」の気持ちでおりますよ。

ごみの減量化と云われても、物を買えば過剰包装のためごみがでるのです。今、食料の半分がごみです。スーパーとか販売業者がやめな
いかぎり、ごみの減量化はできません。もう少し原点にもどって考えなければ問題は解決しないと思います。

現在、清掃行勢に働いている業者さんのけんめいな仕事振りに感謝しています。あの行動に接して、ごみ処理をきちんとする気持ちを
持っています！

特になし。



もっと市が行動をもって示さなければ、市民にはまだ身近な問題とは考えられないのでは?

ゴミ処理に費用がかかることは理解できますし、税金で不足というならば有料化も仕方ないとは思いますが、税金の使い道に非常に納得
がいかない部分がある為、有料化も納得いきません。例えば、今回の広報にありました、いきいき長寿大会。楽しみがあるのは良い事で
すし、全て切り捨てをとは思いませんが、こういったものを開きつつ、税金が足りないから、別のものを有料化するというのはいかがな
ものでしょう？　また駅に行く度に目にする住民票発券機についても、駅からそう遠くない所に市役所があり、ごくごくまれに使う書類
と考えると、設置維持を優先する必要性がいか程のものか?　ごくまれの便利性・・・つまり、あった方がよいというものと、直接生活
にかかわるものとどちらがより大切か・・・細かい事を言うときりがありませんが、しばしば疑問に思いますし、正直なところ不満でも
あります。ゴミに関しては、一律の税金負担はという問題に関しては、ゴミを多く出す人はより多くの買いものをし、消費に貢献してい
るのも事実。ゴミをだすことを正当化するわけではないけれど、やはり何かを買えば多かれ少なかれゴミはでます。ゴミ減量には買いも
のをしないのが一番の近道。それを推奨するなら、それでもよいのですが。ゴミ対策についてはプラスチックの分別収集で自分としては
非常に不燃ゴミの量が減りました。これだけでもうすぐに有料化へというのではなく、まずは、より分別収集を進めていってもらいたい
希望です。

家庭ゴミの有料化がゴミ減量につながるとは思わない。むしろ、スーパー等、売る側の過剰包装等、ペットボトルの減少が先決だと思
う。グリーンボックスを廃止して、戸別収集することはいいと思う。但し、夏期は生ゴミが腐敗しやすく、その点グリーンボックスは大
変便利。

リサイクルに関心のある人は、もうやっていると思います。有料化しても不法投棄などが増えるだけだと思います。分別などが高齢者に
わかりにくいようなのでパンフレットなどを配布して、一目でわかるようにしてあげればいいと思います。なんでも有料化しないで、
もっと税金を大切に使ってほしいです。

一人住まいで夜勤がある為、ボックスがあった方が回収時間より早く出せて便利。生ごみはボックスの中に入れた方がネコ、カラスのが
いにあってちらかされることなく、街の中がきれいで良い。戸別にしても時間の指定が出来るわけではないなら、回ってくるまで時間が
かかり、その間にネコ等にゴミをあらされることが多くなり、不衛生だ。

私が勤務している市町村に比べて３～４年遅れて、減量化等が進められている。更なる推進を希望します。（住民の顔色をうかがい過ぎ
る）

戸別収集の利点があまりよく解りません。収集の時間や出し方など徹底しないと難しいような気がします。

従来のボックスですと、資源ゴミ(ダンボール)等がそのまま出してあるのがよくみられます。戸別収集ですと、それがなくなり、ルール
に従って出すようになるかと思われますので、大賛成です。

事業ゴミの紙類、プラスチック類は同じ様に集めて頂けると良いのですが、お願い致します。

家庭ごみの有料化、ゴミ袋の価格をもう少し、せめて半額に安くしてほしい。導入の際はゴミも減ると考えるが半年、一年又その後とな
ると、多少は増える事となると思います。一枚は安いと考えても、年間になると結構な料金になると思います故。戸別収集、各自(家)の
責任で出すので分別の徹底にはなると思いますが、家の前に出す事で時間を限ってほしいと思います。又各家庭でのゴミを溜めておく事
も必要なので。

現在すでに戸別収集になっていて、不便はあまり感じていないが、いつでもゴミを出せるボックスはありがたい。戸別収集の方が各自の
責任ははっきりすると思う。有料化もやむを得ないかなと思う。

団地では戸別収集は無理だと思う。（現在はグリーンボックス）

家庭ごみの有料化はやむをえないとしても、グリーンボックスの利用を続けてほしいです。

有料化、戸別収集になると、いくら負担になるのだろうという不安もありますが、無責任にゴミを出している人も多いと思いますので、
個々に責任を持たせるためにしょうがないかとも思います。

ゴミが少なくなり、税金の使用も少なくなるなら、住民にとって少しぐらい繁雑な手順でも、積極的に施行した方が良いと思います。人
件費の計算は住民にきちんと報告して下さい。住民ができる作業は住民にやってもらい、人件費を減らした方が良いです。

具体的な説明も無しでアンケートで一方的によくなると思うことに○をつけろと言われても、だまされているようで、素直に○はつけら
れないです。



今までは３軒でごみの収集所の管理をしていましたが、１軒のお宅が収集所まで階段を下りないといけなくて大変ということでやめてし
まいました。私は前からゴミは出す人の責任だと思っていたので、戸別収集は良いと思います。

スーパーの袋づめやパックづめなどの売り方を考え直し、昔ながらの売り方を考えるのも良いかな?と思います。(不便さはあります
が・・・）
例、お豆腐などを買う時に入れ物を持って行くか、入れ物をリサイクルして再利用するか。

とにかく有料化には反対です。有料化しても収集費用がかかり、結果的には財政は改善されません。家計に負担になるだけですので、有
料化しないで下さい。

家庭ごみの有料化も戸別収集も反対です。変えることを前提にした議論を行わないでほしい。

高額な市民税、固定資産税を徴収しているのに（払っているのに）医療費や児童手当て等、還元されていることがないので有料化は納得
いかない。

負担額を低くおさえること。

人間は生きている限り、ごみを出し続けるという現実は動かせない事実だと思う。少しでも減らし、負担をかるくする様にするのが大切
な事だと思う。

有料化にしろ戸別収集にしろ、一人暮らしでは家にいない時間の方が多いので、料金の支払い方法とかどうなるのか気になります。玄関
先に他人が置いていく事も考えられると思うのですが（実際、今住んでいるアパートの階段下には、住人以外の人が勝手に入り込んで、
テレビを置いていったまま１年以上放置してあります。）、自分が出したごみかそうじゃないか、結局、家に誰もいないと証明出来ない
し、出したごみの量のチェックとかどうするんでしょうか？　袋の容量いっぱいにならずに出した場合とか。

近くのスーパーにトレイなどの包装をつかわないよう指導して欲しい。

現在戸別収集です。ネットではカラスが来るので、自分で用意したゴミボックスに入れています。

ごみの有料化に関しては、住民税も今までより高くなっているのに、これ以上負担が増えるのはいかがなものか？
市の負担が大変なのは理解するが、住民に負担させる前に、他に税金の使いみちを考えるものは、ないのか。
何でも住民に負担させれば良いという考えは、どうかと思う。

有料化はしょうがないと思います。戸別収集は、効率化を考えると賛成できません。

基本的に有料化には反対です。

一軒家については、個別に収集して欲しい。

環境に対しての市民の問題意識がまだ薄いと思われるので（特に青年の一人ぐらしの男性とか）、有料化の実施に向けて徹底した声掛
け、パンフレット等、指導が必要かと思われる。不法投棄が（空地等）増える可能性も懸念される。

・有料化は反対。
・グリーンボックスは鍵制で残す。
・昨年10月１日（？）から収集方法が変わった時のくるめ入れ忘れたらしく、10軒（＝１階段）肝心な時無かったのにはまいった。

１．人件費かかる。
２．交通問題が出る。
３．グリーンボックスをプラスチック塗装一分又はプラスチック製品半永久と経済的と思う。
４．柳泉園、他の公共よりkg高い。

・有料化したら、不法投棄がふえる！！
・アパートなどでは、今でも問題が出るごみ出し…　どうする！！
・以前問題を起こした“市”は“管理”出きるのか？



体が不自由な人（としより）にとっては、分別はこまかくはできにくい。ヘルパーをたのんだとしてもお金がかかるし、プライバシーが
なくなる。ヘルパーすべての人が手つだってくれるとはむずかしい。分別ごみを出すにしてもきめられた場所までもっていけないときあ
り。特に足など悪い場合、まとめて出すことになるが、手つだってくれる人がいないとむりな人もいる。他の都市の人などゴミをなげ出
して行く人も多い。

戸別収集になったら収集の時間が午前・午後とかわかると良い。AM９時～PM４時くらいまで外においておくと、ネコやカラスにねらわれ
るから、火・金となっている場合、火は午前とか金は午後とか…　朝早く出せない人でも午後だと出せるとか…

家の前に置くので見苦しいが、分別は今までより良く出来ると思います。
有料化も負担になるが仕方ないと思う。
今まではボックスの中へ入れれば、だれが出したかわからないので、分別せずに出す人もいたが、それがなくなると思います。

はっきり言って反対！です。戸別収集は朝から家の前に置きっぱなしてネットをかぶせていない家も多く、カラスがつつくし、風の強い
日は飛んでいってます。日本人の昔、朝、家の前を掃いてきれいにしていたのに、その習慣がなくなり、ポイ捨てをしても誰かがやるだ
ろうという風です。一人一人が自分の出したゴミは始末をつけるという心がけが必要だと思う。有料化しても、払いたくない人は抜け道
を捜して、却って街が汚くなる可能性があります。いいものを大事に長く使う社会になってほしい。

小金井市のごみの処理もしてあげているんだから、市民からお金を取る前に、小金井市から取れば良い。今までダイオキシンを発生させ
ていたことや、現在学校等の施設ではプラごみの分別をしていないことなどを考えても、有料化には納得できない。また、別の視点から
しても、ゴミ袋を高い設定とし、今まで税金で賄っていたのを安くしての戸別負担ならわかるが、税金はそのまま、ゴミ袋は有償では納
得できない。戸別収集の意図するものは解るが、共同住宅に居住する者にとっての利点は、何も明確にされていない。そして、ボラン
ティアと名を打って収集する団体に大枚の奨励金は不要だ。それこそが本来のボランティアではないことに気付くべきだ。実際、奨励金
目的で該当地域のみならず、近くの新聞店に協力させたりもしている。少数の不法投撤、不当利益を増幅させることに対する対策をもっ
と考慮すべきだ。このアンケートはあまりに思慮不足であり無意味だ。

現在の収集で良い。あとは住民の意識改革が先決。広報やチラシでは駄目。指導の徹底。
戸別収集した場合、もっと経費が掛かると思うが、完全に収集できるのか？　車、人員をもっと増やすことになるのでは。

ごみの有料化になると、不法に捨てたりする人がふえていいとは思いません。市で袋を配布してくれるとかして、市民にあまり負担にな
らないようにしてほしい。できるかぎり有料にしてほしくない。戸別収集も共同生活していると、何かと問題になり、１階の人に迷惑を
かけたりすると思う。今まで通りの収集で良いと思います。

私の所はグリーンボックスの利用ですが、分別しないで入っている袋が多々あります。すぐ近くの住民の方達は個人収集で、ビン・ペッ
トボトルもきれいに洗って出してあるのを見かけると、戸別の収集が良いかと思う。個人で地元の方が持ってるアパートなんかの所はと
くに汚い。

・有料化にすると不法投棄がふえるような気がします。
・このチラシの文章、むずかしいと言うか意味がよくわからない文が多い。頭の悪い人間にも理解できるような文章にしてほしいです。

不法投棄のないような方法を望みたい。子供達にごみに対する教育をすべきと思う。

生ごみの処理が一番困る。レジ袋に入れてもそのままだとよいが気になる。新聞につつんでレジ袋に入れてもいいのかしらね。こまかく
分けなければいけないのですよね。その辺を良く教えてほしい。

戸別収集は、プライバシーを守れないと思うのであまり賛成できない。

有料化もやむをえないと思うが、不法投棄を減らせるよう工夫していかなくてはと思う。猫・カラスにちらかされないよう戸別のネット
のようなものを考えてほしい。

１．家庭ごみの有料化は反対です。
２．高額な住民税を支払っているのに、さらに負担増は困る。
３．ごみ問題は、一部の人達のモラルの低下です。特に集合住宅や市民以外の人達が車で不法投棄していたりしています。もっととりし
まりをしてほしい。
４．一律に有料化するのではなく、ゴミ減量した分を点数化してポイント等で返金すべきでしょう。

マンションの回収方法はどのようにしたらよいのか。すでに実施している自治体の方法など知らせていただくと検討しやすいと思いま
す。

指定された資源物の種類が増えた結果、燃やせるごみの量が、それに付随して多くなったと思います。汚れたままでは出せないので、そ
れらの油などの汚れを取り除く為、ティッシュペーパーやペーパータオルを使うようになったからです。一日に出る資源物は、プラス
チックばかりではなく、缶詰などもあるので、油汚れが結構多く、水だけではおとせず、洗剤を使ってしまいます。それを使うことに
よって、ますます使う水の量も増えてしまうのです。ごみの分別を守っている一方で、他の資源は無駄にしているという矛盾が生じてし
まいました。うちのように資源物は出している替わりに、水や電気などの資源を無駄に使っている家庭はかなり多いのではないでしょう
か。



戸別収集になると、生理ナプキンなど出しにくくなるのが心配です。

ごみの有料化という事で市民の負担を増大させる事には賛成出来ません。長い目で市民のごみに対する言い訳を止めるよう市として努力
することが必要です。

・赤字財政の市に取りましては、遅すぎる位です。近隣の他市はすでに実施している。
・いろいろと問題が起きて来たら、すみやかに丁寧な市の対応をお願いします。

家庭ごみの有料化について
今まで税金から支払われたと言うことですが、有料化になった場合、その税金の今後の使い道を明確にしてほしいです。
戸別収集について
ごみ出し時間の制限があると外に勤めている者にとって非常に負担です。日中留守する方々のごみの出し方についてご検討下さるとあり
がたいです。皆さんが周りの方々に迷惑を掛けずに済み、且つ、守ることができるルールを作って下さる様、期待しております。

ゴミ袋としてスーパー等の袋が使えなくなると、ゴミが増えることにつながります。指定のゴミ袋以外にも、シール等を購入してスー
パー等の袋等に貼ってゴミ袋として使えるようにしてはどうでしょうか。スーパー等でまったく袋をもらわないということは不可能だと
思います。有料のゴミ袋もいろいろなサイズを用意してほしいです。

家庭ごみの有料化の前に、市全体の予算・支出を明確化すべき。市役所が新しく建て直ったが、あそこまでの必要性があったのか。他に
も削減する所はないのか、検討して下さい。市民に負担を強いる前に。

有料化は、個人の考え方によって高すぎるか少なすぎるか異なると思います。どんなに収集の多い家庭でも、出したくないということも
…　理由はそれぞれ。
何といっても、この頃の公的な立場にある人の（政治家にしても）なさる事には透明性が求められます（いろいろと値上げの時ですか
ら）。

有料化はしょうがないのかもしれないが、袋のサイズが限定されたり、購入場所が限定されることは好ましくない。又、袋も製作する物
でエコから遠ざかっている気がする。戸別収集に関しては個人責任を問いたいのであれば記名制の方が良いのでは?と思う。回収の効率
や負担を考えると戸別では益々経費がかかるのでは？と思う。

生ゴミの分別はわかるのですが、プラスチック類の分別がよくわからないので、細かく提供してほしい。

欠点欄の一つに、猫、カラスとありました？　網をかぶせればよい。

このアンケートは有料化ありきの質問になっている。ゴミ減量のためどうしたら良いか、市民の声を聞くアンケートをやるべき。なぜ有
料化するのかの説明がない。

地球すべての生物にとって、これ以上地球を汚してはならない。未来の子供達のために住よい地球に戻さなければならない。マスコミが
事件のニュースを流すのが多すぎる。これからは地球環境をよくすることにテレビ、新聞やあらゆる機関が努力しなければならない時が
来ていると思う。ゴミボックスは無責任な出し方になってしまうし、ゴミの減量にはならないと思う。夜遅く、大きな音を出して捨てる
し、夏は悪臭でとても不衛生だ。注意しても燃やせないゴミを前日に出すし、そういう人に限ってボックスの掃除しない。ゴミを減らす
ためにも有料化やゴミボックスを撤去ほしい。有料化については年金ぐらしの低所得の人達は減免の対象にして欲しい。有料化のお金は
回収業の人達に使ってほしい。

有料化、これ以上税金が増えるのは困る。戸別収集、最低限の分別をして出しているつもりですので、市の決定におまかせします。ごみ
問題が今後社会的問題なのは分りますが、市民税が倍以上上がりましたので、有料化となると不満があります。

これ以上、市民から税金を取るのはやめてください。生活が苦しいです。大家族の場合、この有料化がどれだけの負担になるのかよく考
えてほしいです。

戸別収集は人件費等の増加。能率が悪い。有料化には反対。（市税の使い方が悪いのでしょう）従来の市の政策がまちがっていた。

有料化、戸別収集にする前にゴミの分別方についての説明会を地域ごとに行うべきではないか。まだまだ徹底されてはいないと思うの
で。

戸別収集は玄関脇がよごれるので、あまり賛成できない。高いお金で回収袋を購入するので同。



現在、戸別収集で細かく分別してごみ出ししている。レジ袋も無駄なくゴミ袋として使っているため、ごみの有料化はかえってごみを増
やし、経済的に負担になる。通勤途中に有料化になった他市のごみ出しを見かけたが、他人の出したごみ袋（少し余裕のある）を開けて
自分のごみを入れている。気持ちのいいものではない。道端に落ちているごみを拾うと自分の負担になる事から、落ちているごみを拾う
人がいなくなる。不法投棄が増える。ごみの有料化は減量に必ずしもつながらない。安易に有料化しないでほしい。

戸別収集は清掃員の人件費と時間がかかり、有効的な方法とは言えない。市が発送する文書(例、住民税、健康保険や住民検診等）にＰ
Ｒ文書も同封し、住民の意識改革を図る。地球温暖化のことも頭に入れた一人一人の行動が大切である。有料化するのであれば、弱者に
は配慮すべきである。さらに一人暮らし高齢者宅へはゴミ収集に伺う等との優しさときめ細やかさが必要である。

各戸の努力を求めると同じに、公共の場での分別回収を進めることで締め付けの友動（不法投棄etc）がでないよう意識してほしい。な
るべく意識せずとも行動できる仕組みを用意することが、効果的と考える。（色んな所に分別のゴミ箱があるとか）

戸別収集の実施により、ゴミ出しのルールが確立できる。各戸にカラス、ネコ対策用の網を配布すること。戸別収集により、今迄、散歩
中の人々が犬のフン等をボックスに入れる人が目についていたが、必ず、もって帰るよう指導が必要と思う。

この一方的な設問方式ではこまかい意見を聞くことは無理である。まずは大きな無駄や細かい無駄を削る。上記に書いたように身分不相
応な経費を削減してから考えよう。（市の建物やニチイにつながる道を市で作って、都に寄付する計画などはもっとも民間企業では考え
られない（赤字に近い市ではなおさら）。）それでもまだできない事は見積合わせをしてもっともサービスが良く安い業者に出す（アウ
トソーシング）。それでもだめなら、人の動きをしっかりと考えなおす。それでもだめなら、ボーナスは支給するな。それでもだめな
ら、リストラである。リストラは高給を取って、のろのろしている人からはじめよう。若い力をぞんぶんに出させる事を考えよう。そし
て目的、目標を市民に発表し達成しよう。（上杉鷹山の経営学をよみなさい）リーダーは危機をのり切るには心を鬼にして出ずるを制し
なさい。（西武百貨店の再生はすべて鷹山にならっている）

この地区は緑も多く幸な面もあるが、私は落ち葉で苦しめられている。落ち葉は何ヶ所かに集めて肥料にしてほしい。又古い人達はやた
らとたき火にしているが遠くから瑞息の子供の為に引越してきている人が居ることを忘れないでほしい
基本的にはごみの有料化は避けられないけれど、まだ使用出来るものを何ヶ所に集めて若い人達に使ってもらったらいいと思う。
過剰包装は本当に迷惑です。最近年をとって重くて仕方がない。私達は本当は中味だけほしいのです。勝手ですがもっと軽くして質量の
低い物質を考えてほしいと思います。

個別収集にした場合職員を増やすのか？　現状で行うのか？
おおまかでいいが、だいたい何時頃回収に来るのか連絡がほしい。玄関前にいつまでもゴミを置いておくのはイヤだ！
ゴミ袋よりレジ袋を廃止するのが先ではないか？
有料化にするならゴミ処理場を別の所へ移して欲しい。

以前は道路わきにグリーンボックスが置かれてあるから近所の方々が皆ボックスに入れて周囲もきれいになっておりました。
ところが2～3月か月経った頃全く知らない者が乗用車で乗りつけ、クルマの中からグリーンボックスめかけて投げ捨てる者が増えてきま
した。しかし投げ捨てた後ろ姿(車)のみを見ているので注意もできず、近所の者はほうきを持って行って清掃しておりました。
その後私共の近所は各戸別に袋に入れて自宅前に置くようになり、我か家では袋の中に新聞折り入み用紙などを外側から見えないように
入れその中にゴミを入れるようにしましたら、犬や猫に荒らされることもなく清潔になりました。
(収集車の方が見えますと必ず「ご苦労様」と大声でお礼を言うと「ガンバリます」との返事が返っています。美しい町にしたいもので
す･･･ネ

ごみの有料化は仕方がないと思っていますが戸別収集は大変だと思います。

有料化は反対ではおりません。各家庭でマナーを守り出す、もしできなければ誰のゴミか調べて置き去りにしてしまったら良いと思いま
す。
出来れば問題ありませんよ。
４世帯のアパートですが誰が出したかはだいたいわかります。1人1人意識してゴミ出しなので有料化始めたら良いのでは？

今のごみ出しは私としては良いと思っています。他の市にくらべいつでも燃やせる。
ごみが出せたので家の中にごみがなく清潔でした。しかし今のままでは出し方を守らない人達が多く、ご近所に迷惑をかけています。そ
ういう面からも戸別収集は良いと思われますが、実際になった時はどの様な戸別収集になるのか不安です。現行の場合では燃やせるごみ
の収集場所が一定にあるので、家の中に燃やせるごみ(生ごみ)等がいつもなくて清潔だと思っています。それが戸別収集になるとどうな
るか不安です。

もし有料化や戸別収集になるようにしたら、市民一人一人に徹底しないと無理だと思う
現在でも出し方も何もわからない方々が多くいます。

年金1人生活だと今の出費で精一杯なのに、また出費になるので、市の中でも随分無駄な出費が多く聞いている中で腹がたちます。職員
も多く、何の用事もなく外出している人、必要のない人お喋りをしている人を良く見かけます。住民から取る事ばかり考えないで出し全
体の事、困っている人の事を考えて下さい。
以前の福祉がだんだんおかしくなって税金もやりたくないの声を良く耳にします。
ゴミも1人と5人とは随分違うので1人のゴミは年間2000円位にしてほしい。老人は特に多くないので。

有料化はやむをえないと思うが、ボックス収集は浸透しているので続けてほしいです。

プラゴミ週２日にして下さい。



グリーンボックス化している東久留米市はとてもすばらしいと常々思っていました。
今回グリーンボックスの廃止はとても残念でなりません。
何とかならないものかと今も考えてしまいます。

今でも私たちの地区は（弥生です）ゴミ出しについて皆理解しているので、きまりを守って清潔にしています。(出し方.時間.ゴミおき
場そうじ）
ただ各家庭もっと分別やゴミ減量の努力はできるはずです。
そのきっかけに有料化はいいことだと思います。
そのかわり生ゴミ処理機の補助たっぷりお願いします。

東久留米市のボックスは、いつでも捨てられる事がこの市に住む一番の良い所と思っていました。しかし今の時代、捨て方のマナーの悪
さが目に付きます。ふたを開けて資源物の多さにがっかりします。誰が捨てたかわからないことがそうさせるのでしょう。
有料化戸別収集には替成です。導入するに当たって街の美観をそこねない様、玄関先に置いても美しいおしゃれなポリバケツを有料でい
いので作っていただけると良いですね。収集の方が取り出しやすいデザインを考えてはどうでしょう。公募するとか。市民の意識も高ま
るでしょうし。仕事等で時間に出せない家庭も多いはず。他市の玄関先でゴミ袋をカラスにつっつかれてるのを見ると、我が家がこう
なったらイヤだなと思います。

早急にグリーンボックス廃止戸別収集を願います。
ゴミ収集日を守らない住民が多く、一年中集積所にゴミが捨ててあり、グリーンボックス周辺の悪臭等大変困っております。
家庭ゴミ有料化と共にごみ減量化の意識の徹底を図って頂きたいと思います。

有料化になって集める方のほうに(戸別収集)手間がかかると思います。
その集める時、お互いトラブルから生じない様、支払方法等ごみの出し方等ルールが必要。
すでに宣行している所があるなら参考にして下さい。

戸別収集はもう何年か前かに成っていますが、有料化に成った場合、１回いくらか又１袋いくらかリットル単位か気にかかります。
ごみ減量に成れば、有料化に成ってもしかたがないと思います。

ごみの有料化は他の市で概に行かれていますが、住民税の負担が重くなったと娘が言っておりますので、これ以上の負担はあまり賛成出
来るものではありません。

保存林の近くに住んでいます。落葉の頃45ℓの袋で5～6袋、雨風の後も道路にまで出て清掃すると１年間でかなりの量になります。また
遊歩道や道路等個人的に日常手入れされている方もあられます。町の美化に協力されている方の負担が増える点ぜひ検討して下さい。
乳児用の紙オムツの減免は必要ないと思います(障害児者は別)。３才前後でオムツはとれますのでその間の負担はあたりまえ。
家族に女性が何人いても「ナプキン類」の減免は考えられないでしょうし、ペットのシート等紙ごみも同じ。
布オムツと利用している方、ペットのフンをトイレに流している方は上下水道代としてすでに負担しています。
生ごみのたい肥化に興味はありますが、個人では思うようにいきません。市でたい肥化の考えは無いのでしょうか？　有料でもいいと思
います。(ごみ袋代にお金を使うぐらいになら･･･)

有料制度導入はしかたないと思いますが、グリーンボックスがいきなり戸別収集になると、いろいろ問題が多くなるのではないかと思い
ます。
戸別収集になると収集する人も大変で、出す方も家の前に長時間放置するもあると思いますし、留守する場合も考え、グリーンボックス
は是非今まで通りお願いします。
有料お金の件ですが、多少に関わらず全一軒いくらで決めれば良いのではと考えます。

有料化と戸別収集は大賛成です。早急に実施される事を願っています。
ごみ袋の値段は高くなってもかまわないので、そのかわり税金(市民税)を安くしたり還元して欲しいです。ボランティアで清掃活動がや
りにくくなるようにはして欲しくないです。問18にある通り、資源ごみは今まで通り収集して欲しい。BOXとカゴで(カン.ペット)(ビン)
など。

生産者・販売者段階での徹底した減量を！　消費者レベルの減量は無理。
コンビニで昼食を購入し、そのゴミの量の多さにビックリ。

有料化はしょうがないか？！とは思いますが･･･やはりしっかり分別をしてリサイクルに勤め、無料のほうが絶対にいいと思います。
有料化にすれば、ずるをしようとコンビニや駅市役所などに捨てる人が出てき、新たな問題になっていくと思う。
私は三世代で生活していますが、子供達は学校などで環境問題などを考え、ゴミの分別などをきちんとしますが、80歳以上になるとなか
なかめんどくさかったり、新しいことをするのは大変なようです。
もちろん私はしっかりと分別リサイクルにと勤めています。有料化にすれば減量とはかんたんにはいかないと思います。

有料化する事を考える前に市内で行われる別の方法を考えるべき。
他の市町村をまねるのではなく、独自の方法をとってもいいのではないか。

意見は特にありません。収集を行う業者のみな様おつかれさまです。
大変な仕事だと思いますが、これからもよろしくお願いします。
今年の夏は暑くて大変だったのでは?　本当にありがとうございます。がんばってください。

財政が困難で有料化にとはアンケートのところにも少し書いてないのですが、最初はすぐに有料化にしないで戸別収集にしてみてはどう
でしょうか。絶対にゴミは減量するはずです。自宅の玄関となればいつでも捨てられるグリーンボックス(生ゴミ)よりきちんと分別して
出します。ボックスだと夜中でも誰が捨てたのかわからないため、汚れたもの、水分・油分を含んだものを捨てる人がいますが、玄関前
だったら気をつけると思います。その時は小さいネット(市で予算があれば)を戸別に配布していただければと願っています。



家族が多い為ゴミの量も多いが、税金も多く払っているので、一戸あたりの平均で費用負担を考えてほしいです。

次の世代(子供や孫)のためにもゴミ問題は真剣に考え、後手にならない様にと思います。
大通りに面した商店街を静かな住宅地・公共の場等で収集の方法は同じでなくてもいいと思います。
多様な方法を考えて下さい。

現在家の前に集積所があり、不法投棄や嫌がらせで大変悩んでおります。
なるべく早い時期に、実施してもらいたいと思っています。

これから年になってちゃんと分別出来るか心配します。細かい配慮を希望します。

不法投棄が後を絶たず、グリーンボックスは廃止してもよいと思うが、安易な有料化戸別収集化には反対である。
有料戸別収集によりゴミの量が激減するとは思えないし、出す方・収集する方共に手間とコストが増えるだけだと思う。
自治体によっては収集日の朝には通り一面にゴミ袋が並び、必ずいくつかはネコやカラスに散らかされている。場所によってはペットボ
トル等も転がっている。
私自身も１人暮らしで朝の出勤も早い。上記のように散らかされても私にはどうすることもできない。
安直なやり方ではトラブルが増えるだけである。

☆有料化では月にどの位出費になるのか、年金生活者に負担がかからない様。利用を通じて生ゴミ不燃物用を配布したら良いのでは。そ
れで足らない家庭は自分で不足分買うように。(奈良県生駒市の様に)
☆戸別収集はグリーンボックス設置場所が空くのだから、そこへ各々置いた方が良いのでは。住宅内の自治会で清掃当番はいずれしなけ
ればならないので、私道で奥まっている家等は、道幅も狭く猫や自転車が置かれっ放しで作業の方達も大変だと思う。
☆他市のゴミの捨て方を見るにつけ、規定のごみ袋の中にはレジ袋を何枚も使った無駄なやり方を矛盾していると思う。大気汚染を教え
たなら無闇に使わない事、スーパー商店がレジ袋を有料にする方が良いのではと思う。

団地に住んでいますので戸別収集になっても棟や階段ごとの収集になると思います。
その管理が難しく、かえってごみトラブルが生じることが心配です。
集合住宅の特例方法が出来れば良いのですが。
又チラシやPRパンフ・ポスター等はごみや集積がふえるだけで、広報を十分に活用することを検討下さい(市全体の事です）。

一戸住宅でない場合、住んでいる人達の意見を合わせるのは非常にむつかしい。
当番なども誰もやる人がなく、ずっと1人の人が行うことになる。結局自分勝手な人が多いってことです。

ゴミ問題は大きな課題だと思います。
『生きている以上出るゴミ』にお金を払う事は二重に税金を払う事になります。
たった○円と思うかも知れませんしかし国民年金生活者にとって最高額がいくらかご存知の通りです。
65才迄待てる方でその金額です。
事情のある者は待ち切れず損を承知でも小額でもガマンしてそれで生活しています。生活保護も受けず。
そんな人間もいる事を知って下さい。皆「同じ負担をする事は平等」ではありません。

ごみの減量化や資源物の分別徹底など、市民の努力もさることながら私は買物にいっていつも思うことはパック類、カップ、トレイ、ボ
トル類の多さです。
一回の買物で出るこれらのごみの山には正直うんざりです。スーパーや企業などの責任は大きいと思います。
市民に負担を求める前に、まずこれら販売者側とこのようなゴミを減量する知恵を出す呼びかけや話し合いを行い、スーパーなどにも負
担を求めるべきだと思います。(回収などの処理負担金)

留守家庭の多い現代、戸別収集は各家庭で責任をとる姿勢がないと、まわりとのトラブルが出てくるのでないかと思います。

現在の集積所での収集が定着していますので、戸別収集には反対です。
容器プラスチックの集積所と燃やせないゴミが同一ですので、それを分けていただいた方が良いと思います。
燃やせるゴミ・燃やせないゴミも同一日に回収日出来ます様、お願い申し上げます。

ごみの収集は現在のままでよいと思う。但し、ごみの集め方に注文があります。先づ、燃やせるごみのうち、生ごみとそうでないごみを
分別する。そして生ごみの分だけで推肥を作り、それを本市の場合、未だ畠作農家が大分あり、此の方方に販売すれば一石二鳥。最初は
金が掛かるけれど、後で段々と良くなると思う。

有料化や戸別収集についてとは少し違うのですが、野菜を買うとトレイ、ラップ等ゴミとなる物が一緒に付いて来る。条例等で規制した
らゴミは少なくなるのではないか。

有料化の費用の出し方、戸別収集の具体案の説明会を開き、他の成功例を参考に検討してほしい。



ごみの有料化は賛成である。袋を購入することになると思うが、長期的に袋の金額が上がらないよう、市の努力をお願いしたい。

ごみの問題は、色々意見があると思いますが、住民に負担がかかる事ばかりで、清掃作業も業者に丸投げせず、役所で税金のムダ使いを
しないでほしい。例えば、生活保護受給者で働ける人、シルバー人材などを使って、少しでも負担がかからない様にしてほしい。ごみ処
理場で分別したものを一緒に燃やしていると聞き、あまり細かい分別はどうなのか？と思います。

どうして有料化や戸別収集を行うのかの市民への情報提供が特に必要であると思います。

資源物は無料にしてほしい。紙おむつは減免の対象にしてほしい。

東久留米には、今ボックスがあるのに、大変残念に思います。税で払おうとゴミ代で払おうと同じことです。市は市民のことを思い、市
民は市のことを思慮するボックスのある「美しい市」とはならないものでしょうか。

戸別収集は、美化（袋が破れてちらばる場合等）、道路事情（交通安全、渋滞等）、経費高（非効率のため、）等の観点により、時期
早々であります。なお、経費問題等を詰めたうえで、市民の理解を得て実施すべきと思います。実施する場合は、十分な周知徹底を図っ
て下さい。

現在でも老人だけの世帯などでは、ゴミ分別の事が良くわかっておらず、生ゴミもパック類も、ラップなども一緒にして出している人が
います（ヘルパーをしているのでわかります）。話をしても、これはグリーンボックスで大丈夫だからと、分別する気は全くない様子。
戸別回収になった場合、このようなゴミはどうするのか？　細かく分別して出している人としてはバカらしくなったりします。袋もある
程度丈夫な物にしてもらわなければ、道路全体が汚れたり臭ったりする事になるのではないでしょうか。今まで収集所として使っていた
場所はどうなるのでしょうか？
買う方だけの問題ではなく、売る方も必要ないパックや袋などで売らないでほしい。店の方でも、資源回収などの責任を持ってほしい。

現在は人通りの多い場所に設置されているグリーンBOXにゴミを出しています。不法投棄も多く、先日話し合いがもたれました。苦情を
言う人はゴミを捨てている住人に一方的にどなりつけ、不快に思いました。私は子供もいて、集団生活するのにマナーが必要だと言って
います。子供もこのゴミはどの袋に捨てるの？と分別に協力しています。そういったことを考えると戸別収集には賛成できます。有料化
については、これから税金も上がることを考えると、どの程度の負担になるかが問題です。戸別収集にする事により、今までよりゴミが
ちらかる恐れもあります。道幅も狭いので、交通の妨げにならないかとも思います。

・戸別収集になることで収集車が増え、狭い道路内に入りこみ、通行に危険が及ぶこと。
・料金を出せない人が自宅前に置いていっても、収集する人にはわからない。

高額な市民税を納めた上、ごみを有料化されたくはありません！！

有料化については、各家庭において収入も異なればゴミの出る量も異なる。家庭ゴミの処理もかなりの負担となっているとは思うが、ま
ずは事業所におけるゴミの出し方を徹底して頂きたい。税金の値上がりに加えて、これ以上の出費は家計にとってとても厳しい事をよく
検討して頂きたい。

企業へのアプローチ。ラベルなど、とりにくいのもあります（瓶缶）。

一般家庭ごみは量的にも、そう多い少ないはないでしょう。各戸の努力次第で増えることはない。
企業、団体など大口の収集は家庭ごみと区別して効率的な収集、その方法を研究・工夫していこう。

他の地域でもやっていることだからという有料化では余りにも安易な提案ではないだろうか？
戸別収集となると、やはり収集時間厳守と云うことになると思うが、それでは留守がちな家庭（共働きとか）は出しにくい。そうそう早
くから出すとカラスにやられる訳だから……　出来れば今まで通りゴミボックスの方がむしろ衛生的だし景観的にも良いと思うが……

戸別収集はいいと思うけど、出し忘れたりすると家にたまるので、面倒な事もあるけど、グリーンＢＯＸだと、特に私のすてるＢＯＸは
かなりめちゃくちゃなのでいいと思うが、すぐ捨てられる便利さがなくなるのが少し残念な気がします。
外国の人は全員ではないが、感覚のちがいなのか、何度も教えても適当にすてているので、どうしたらいいのかと思っています。
分別できない人は、高い金額で市の方で分別してもらうのはどうでしょうか？

今、ゴミ箱を使用者全員で順番に掃除しています。人との関わりがあり、大変な部分もありますが、それも必要と思います。自分の分だ
けも楽でいいのかもしれませんが、自分達の事だけで終わるのは？　ゴミの事だけではないと思います。

シルバーにとって無料にこした事はないが、場合によっては有料も仕方ないでしょうね。



我が家の地域はすでに戸別収集になっております。自己責任のもとでゴミ出しするので、収集の人には多少労力が増えるかと思います
が、よいことだと思います。しかしながら我が家の前は、賃貸の集合マンションがあり、マンション専用のゴミBOXはなく、収集日でな
いのにゴミが出してあったり、分別していなかったり、一応ネットはありますが、４～６月くらいはカラスの被害が特にひどい有様で
す。ゴミを管理する人がいないので散らかったゴミは、我が家や我が家の近隣の人が始末しております。たとえ戸別になっても、このよ
うな集合住宅に対してゴミの出し方を徹底していただかないと近隣の住民が大変迷惑します。例えばごみ袋が有料化されたら、散らかっ
たゴミを捨てるゴミ袋は誰がだすのですか？　よそ様のゴミに自腹を切る余裕はありません。
現在、プラと可燃ゴミの収集日が同じ日です。先に書いたマンションでは金曜日、プラと可燃ごみが同じ場所に混ざっておかれます。収
集の人もいちいち見てから集めるというのはいかがなものかと……

有料化はしょうがないとしても、戸別収集は反対です。

戸別収集はより作業が細かくなるので、人件費が増加するだけではないのですか？
有料化した分の税金は軽くなるのですか？　税金そのままでは負担が重くなる一方で、逆に何の為に税金払っているのかわからなくなり
ます。生活に直結したサービスを受けられるからこそ払っているのに。

日頃の収集作業ありがとうございます。
私は40年近く東久留米市に在住していますが、現行の方法でとても満足しています。ゴミ袋の有料化には賛成ですが、ボックスをなくす
事については、どちらかと言えば今まで通りにして頂きたいと思っております。東久留米市は、ボックス類が昔からあるので、意外とキ
レイな街でいられるのではないかと思っていますし、他市等は戸別収集が多いので、引越は東久留米市内にしている所が本音です。
これからもごみの減量化をめざし、頑張りたいですネ。

・他の市・区でもみかけますが、収集前にカラス等があらし、きたなくなるところが増えると思います（戸別収集について）。
・グリーンボックスを残してほしいと思います。
・グリーンボックスへの不法投棄は、鍵をつける等で改善されるはず。
・家庭ゴミをゴミと思わず、資源となればゴミは減ると思います。昔は新聞回収は業者しかやっていませんでした。→分別回収の徹底が
重要ですね。
・グリーンボックスを残し、ゴミ袋を有料化することに賛成です。
・庭木を家でもやしづらいので、まとめてもやしてもらい、その草木灰を販売してほしい。生ゴミをリサイクルして、その肥料もできれ
ば販売してほしい。
・「プラ」の回収を行うようになってから、燃やせないゴミはだいぶ減ったと思います。
・ゴミ袋が有料化となった場合、すでにゴミ袋をたくさん購入してありますので、ゴミ袋を買わずにすむように考えてほしい。

ごみの有料化や戸別収集について市民が一人ひとり本気で考えるこの機会を通して責任ある社会人としての意識が高まる（私も含めて）
とよいと願っています。
美しい国造りは足許からできると思っています。アンケートに答えるだけで申し訳ありませんでしたが、続けて研究させて頂きます。時
間が足りませんでした。

マンションなんかは戸別収集出来ないと思います。ボックスの方が良いと思います。

これまで慣れているゴミ出し方法を変えてほしくはないので戸別収集は絶対反対です。出し方が複雑にならないよう、最大限の配慮をし
ながら減量化対策に取り組むべき。分別の方法を安易に変えるなど、ゴミ出し方法は難しすぎます。

粗大ゴミ　30cm以内に分解した物は引き取って貰いたい。→現行では、元の大きさが30cm以上であれば引き取らない。

有料に大賛成です。無関心の人が多いのでポスター折込は効果がなく、無駄な浪費と思うレジ袋も有料にしてもらったらどうでしょう
か？　台所も工夫で減らせます。賢い主婦になって欲しいです。

袋に名前を記入して元来どおりにボックスに入れる、又は前に集積したい。

ゴミを減らしたかったら、集積所を管理して、いつでも捨てられる状況をつくることだと思います。
独身者や、忙しく共働きしている主婦、けがをしてゴミ出しをしたくてもその日に出来ない者にとっては、曜日が決められ、その日しか
出せないのは、とってもつらいものがあります。そうなるといつでも捨てる場所がほしいのです。
共同住宅のゴミ集積所に自転車にのって捨てに来る人を見たりしていますから、きっとふえるでしょう。

ごみ出しの時間やルールなど決められてしまった場合、仕事に出てしまい留守がちな家庭はどうしたら良いのか？

資源ごみは有料化にはならないですよね？



ごみ問題が深刻になってきた為、時を問わず早く実行して有料化にしても他人事ではないので反対する人は少ないと思います。むしろな
るべくごみを出さないよう心がける人が増えるのではないかと思います。ごみの計量によって、10円～○○千円まで幅広く金額を決め、
少しでも安い料金で回収してもらえれば、自分の家のごみなので納得すると思うのですが、あまりおうかがいを立てず、決定にしてほし
いです。

戸別収集は時間的にも労力もムダなことだと思う。いままでの集積所での収集で良いのではないかと思われます。

説明会に出席する人が少ない。ゴミを出す事の説明を個人が解っていない。

清掃作業をして下さる方の中に、粗大ゴミの収集についてプライバシーに係ることを話題にする方がいます。戸別収集になった時には更
に心配です。

・ゴミは最大のプライバシー。作業員が何かミスをした場合こそ個人名つきの処分などの情報を提供出来るか？　最近のニュースでよく
見るので…。インターネットでどうこうと云った事やら何やら。起こる前にその点も考えて欲しい。
・有料の金額は、どの点から見るかで変わる物。かさばって大きいが軽い物。小さいが重い物。不公平を先に立てた質問が気になる。そ
もそも不公平を感じさせない料金が望ましい。近くても遠くても一律のバス料金の様に。
・戸別収集にした場合、人件費が上がれば問題。ゴミが減量されれば、それと比例して下げられるか？　有料化して人件費を上げて上っ
面だけ地球に優しいフリにならないか心配。市民に優しい市になれるか？
・無記名ならばもっと本音が出せる。収集率も減るかも。

現在のグリーンボックスによる収集方法は、カラスなどからゴミを守ることができ、大変すぐれた収集方法だと思うが、なぜ変更する必
要があるのか。分別をもっと徹底させてからで十分である。

収入の少ない人には（特別自動扶養手当受給など）減免の対象として考えてほしい。ゴミ袋代はできるだけ安くして欲しい。

有料化については、現代のこの便利な世の中においてゴミの減量をするには多少の負担はしかたのないことだと思います。
戸別収集については、いいことだとは思うのですが、全ての家庭がごみ出しの時間（又は日）に在宅しているとは限らないので、グリー
ンボックスがなくなるよりもかえって問題行動があるのでは…
大体の人は規則（ルール）を守り行動しているが、ルールを守らない人はどのような方法になってもルールを守らないと思う。グリーン
ボックス等の定められた集積場所については廃止してしまうことには反対です。

・分別収集は、どこの家庭でも徹底していると思います。
・戸別収集で町全体が汚れるより、グリーンボックス等の方法で一括収集がよいと思います。戸別収集だと「ゴミの町」になると思いま
す。

今回のアンケート調査は、有料化・戸別収集が前提でのアンケートと思われる。
有料化がごみ減量になる～本当にそうなんだろうか、この問題が一番であると思う。
市の財政上の問題であるならば、そのことを訴えればよいと思う。全国的にも有料化の流れであるが、ごみ無料・ボックス方式でごみ減
量化・リサイクル・分別で、全国一の東久留米市をつくる～むずかしい面も多いだろうが、市職員が一体となって市民に訴えていく努力
をしてみたらどうであろうか。私自身も協力していきたい。

・有料化についてはあまり賛成できないが、これ（有料化）でゴミが減るのならしかたないと思う。１人１人がゴミについてもっと心が
けるべきである。
・戸別収集は今までもそうなので良いのではないか？（きちんと分別できる…など）

とにかく金をかけずにコストダウンし余計な負担を市民にかけない。法人への徹底指導に尽きる。

燃えるゴミに関してはグリーンボックスが定着しているので、変更は難しく感じる。その他のものは戸別にしてもよい。特に空き缶は捨
てるときの音が大きく近所への迷惑を考える。
リサイクルのものがどのように再利用されるか、ゴミが増えることへの害などもっと市報等を等して耳に入った方がよい。
分別が徹底しないなら有料化もしかたないのかもしれないが、ビンやペットボトルなど料金をつけ、分別して捨てれば、その分返金され
るような方法もよいと思う。

こんな問題よりポストに入れられるチラシの中止、日々投げ込まれるチラシ　これがゴミになる多さをどれだけが知っていますか。

ゴミの有料化にともない、袋は都推奨のものでも良いと思う。各市町村が袋をきめつけるのも、コストが高くつくのでは…

リサイクルできないゴミ、リサイクルしていないゴミに関してのみの有料化・戸別収集だと良いと思う。そうすればリサイクルしていな
い人達にコストがかかってくるので、リサイクルの努力をするようになるのではないでしょうか。



戸別収集について、質問事項にもあったが、ネコやカラスの被害が心配。家の前にゴミを置いて仕事に行くのは、とても心配です。

戸別収集の場合、仕事を持っている人には、日・時間を合わせられない人が出ると思う（戸別収集要員は市職員になると8:30～
17:00）。そのあたりを考慮してほしい。

現在の環境問題などを考えてみると、ゴミの分別や収集方法などは考えるべきだと思いますが、有料化に対しては、生活保護世帯や特別
児童扶養手当ての受給世帯、障害者のいる世帯の減免は必要です。
有料化になった行政の多くが、不法投棄の問題をかかえると思うので、十分な対策を徹底して行っていただくことが必ず必要です。

グリーンボックスがあるから東久留米に住んでいる。これでグリーンボックスがなくなって、東久留米に何があるのか。金を取って片付
けてやるという発想は、まさに親方日の丸、自己中心的な市役所職員・市議会連中の集まりだ。ルールが守れないなら指導すべき、それ
も徹底して。税金だけとって更に金を取る、能なしの集団だ。東久留米市の職員の努力不足。情けない。

引っ越してきたばかりの方等はごみの出し方を知らず、分別もせず捨てているケースがある。転入の時にごみの出し方をいっしょに説明
してもらえないだろうか？


