
①購入時期

選択肢 回答数
平成２１年 16
平成２２年 30
平成２３年 19
平成２４年 31
平成２５年 24
平成２６年 17
不明 44
その他 19

②購入機器②購入機器

選択肢 回答数
コンポスト容器 70
生ごみ処理機 130

③年齢

選択肢 回答数
20～30歳代 24
40～50歳代 63
60歳代以上 113

④世帯人数

選択肢 回答数
1～2人世帯 62
3～4世帯 90
5人世帯 25
6人世帯以上 23

コンポスト容器・生ごみ処理機使用者アンケート結果

　平成２１年度から平成２６年度の６年間に市補助制度を利用してコンポスト容器または生ご
み処理機を購入した市民の皆さんにアンケートを実施しましたので、結果をお知らせします。
○調査数　３６１人（回答件数２００人、回答率５５％）
○調査期間　平成２７年１０月３０日～１１月３０日
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⑤住宅の種類

選択肢 回答数
戸建て 189
集合住宅 11

⑥コンポスト容器・生ごみ処理機補助制度をどこで知りましたか。
回答数

80
19
83
18

＜その他意見＞
知人から 7

6
インターネット検索
前回、補助制度を使ったので
知らなかった

⑦コンポスト容器・生ごみ処理機を購入した理由は何ですか。（複数回答可）
回答数

68
94

112
54
18

＜その他意見＞
生ごみの臭い軽減 7

3
（畑を荒らされるから）
コバエが来ないように
高齢の親のため
草、木の枝の処理が可能だから
補助で安く買えると知ったから

⑧コンポスト容器・生ごみ処理機を現在も使用していますか。
回答数

166
34

選択肢

選択肢
広報
市ホームページ
販売店からの紹介
その他

選択肢

販売店のポスターや店頭展示など

カラスや猫等にごみ袋を破られるから

ごみ減量やリサイクルに関心がある

ごみ減量でごみ出しが楽になる
堆肥作り 
手軽で衛生的
その他

現在も使用している
現在は使用していない
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⑨コンポスト容器・生ごみ処理機を利用して良かった点は何ですか。（複数回答可）
回答数

131
67
54
99
21
15

＜その他意見＞
生ごみ臭がなくなった 5
ごみ出しの量が減った 3

4
（畑を荒らされなくなった）
コバエが来ない
生ごみを出したことがない
庭の花の肥料作りになる
畑の野菜を片付ける時、コンポストに入れ、土に戻している
ミミズ飼育で子どもの教育になる

⑩コンポスト容器・生ごみ処理機を利用して困った点は何ですか。（複数回答可）
回答数

47
16
19
17
44
8

66
16

＜その他意見＞
4
2
2

温度が上昇するので安全面が気になる

音が大きい（生ごみ処理機のみ）

選択肢
生ごみが減る
台所が衛生的になった
ごみ出しの回数が減った

カラス等にごみ袋を破られなくなった

堆肥ができる
ごみを出さない工夫をするようになった

その他

選択肢
臭いが気になる

夏は部屋が暑い

清掃が面倒
投入時に水切りや分別等の手間がかかる

虫が発生した
堆肥が上手く作れない
特に困った点はない
その他

電気代が気になる
処理するまでに時間がかかる
バイオ材の交換等の費用がかかる

蓋がうまくセットできない
妻の文句がうるさい

みかんがよく育つ

部屋のクロス、床が汚れた
量の制限がある
水切り不足にて機械の不具合
生ごみ処理機の稼働中の臭い
魚の骨等は処理できない

堆肥を利用しようとプランター等に入れるとカラスが突きに来てしまい、結局使えず可燃ごみに入れている
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台所が衛生的になった

ごみ出しの回数が減った

堆肥ができる

ごみを出さない工夫をするよう

になった

その他
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⑪残渣（できた処理物）はどう活用していますか。

回答数
106
31
24
3

＜その他意見＞
そのまま埋めて、コンポストを移設
処理物が出ないタイプ

⑫コンポスト容器・生ごみ処理機の総合的な感想はいかがですか。

回答数
144

7
3
4

＜その他意見＞
生ごみ処理機を使ってみたい

時間がかかる（１回で２時間３０分くらい）

⑬Ａ　使用していた期間
選択肢 回答数

５年 3
４年
３年６カ月 2
３年３カ月
３年 2
２年９カ月
２年３カ月
２年１カ月
２年 5
１年６カ月 3
１年５カ月
１年 7
６カ月 2
１０カ月
３カ月 2
２カ月
１カ月 2

選択肢
すべて堆肥として野菜や花の栽培に利用

すべて可燃ごみ
一部堆肥、残り可燃ごみ
その他

選択肢
便利なので今後も使用したい
別のタイプの購入を考えている

思ったより少量しか処理できないのが不都合

手間の割に効率が悪く不要だと思う

その他

ぼかしが１度で１Ｐしかもらえないので、夏は困っている

0 20 40 60 80 100 120

すべて堆肥として野菜や花の栽

培に利用

すべて可燃ごみ

一部堆肥、残り可燃ごみ

その他

0 50 100 150 200

便利なので今後も使用したい

別のタイプの購入を考えている

手間の割に効率が悪く不要だと

思う

その他
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⑬Ｂ　中止理由（複数回答可）

回答数
9
8
7
8
8
6
6
7
8
7
5

＜その他意見＞
お金がかかり過ぎ
電気代がかさむ
畑に作物を作らなくなった
母が死亡したため、コンポストが満杯になった時に出す人が居ないため
親が亡くなり、使おうと思うが置く場所がない

⑭コンポスト容器・生ごみ処理機の使用について、ご意見、ご感想をお聞 かせください。（自由記載） 
【生ごみ減量について】

・家族が減ったので生ごみが少なく、現在なら生ごみ処理機が手軽に使えると思います。
・本当にゴミが少なくなり、ゴミ出しが軽くて良かった。夏などは生ごみなどの臭いも少なくて良かった。
・ごみ減量には優れものだと思います。これからもよろしくお願いします。
・我が家は週１回のごみ出しで済みます。夏場でも生ごみの臭いが気にならず、いいと思います。
　助成金があって助かりました。
・生ごみ処理機を購入して、台所の流しに三角コーナーを置かなくなりました。夏でも臭いを気にしなくて
　すみ、コバエの発生もなくなりました。処理物は、ほとんどを庭の土に埋めて土作りに活かし（猫や
　カラスに掘り返されずに済んでいます）、どうしても残った分だけ可燃ごみとして出しています。
　本当に購入して良かったです。補助をありがとうございました。

【衛生面について】
・特に夏は台所の衛生状態が改善され、喜んでいます。
・「ぼかし」を欲しい時にもらえる事で、臭いや虫の問題があまり苦にならない。
・虫が出ない方法があれば良い。
・夏場はどうしてもうじ虫がわいてしまう。
・夏の時期に生ごみの悪臭が出なくなり、非常に助かっている。
・虫がわきやすいので、ボカシの量を増やしてもらえると良いです。
・カラス、猫が多いので他の家庭での利用があると、ごみステーションの汚れが少なく済むと思います。
・設置場所や地理的な問題もあるかと思いますが、梅雨時や夏など夜になるとガラス窓に小さな羽根虫
　が沢山よってきます。

【コンポスト容器について】
・コンポスト容器の庭での使用上、見た目の違和感のないものがあると良い。
・コンポスト容器は、臭いが出るため、土地の広い家庭にしか利用することはできない。
・コンポスト容器ですが、臭いと虫がなんとかなれば使用する人が増えると思います。
・十分使用できなかった。
・コンポスト容器に生ごみを入れるのが楽しみ。
・土地にゆとりがないと普及しない。
・３０年くらい前にコンポスト容器を購入し、まだ併用していますが、蓋が破損してしまい、
　スペアーの売りがあればと思います。
・植物系の生ごみや枯れた庭の草を投入しています。台風などで壊れることもなく、数年使用しています。

投入時の水切りや分別に手間がかかる

選択肢
臭い

虫が発生した
置き場がなくなった
その他

清掃が面倒　 

故障
ごみの減量効果が薄い
音が大きい（生ごみ処理機のみ） 

堆肥がうまく作れない
堆肥として利用する機会がない

0 2 4 6 8 10

臭い

投入時の水切りや分別に手…

清掃が面倒

故障

ごみの減量効果が薄い

音が大きい（生ごみ処理機の…

堆肥がうまく作れない

堆肥として利用する機会がない

虫が発生した

置き場がなくなった

その他



　コンポストの周りの植物はめっちゃ育ちが良いです。
・家庭菜園や畑のない人は使えないと思う。高くても完全密封で庭先に置けて、小さなものが
　普及していくカギだろう。
・使用を始めた夏に大量の虫が発生し、すごく驚いた。容器にそのような説明書きをしてほしい。
　便利ではないが、生ごみが減り、ごみ袋の中身がずいぶん減量できているので使用は続けていくと
　思う。とにかく、虫の発生をなくす方法が知りたい。小さい形（ベランダ用等）のコンポストがあったら
　活用する。入れても良いもの・ダメなもの、どうすると良い肥料になるか、またどのように活用して
　いくか等の講座があると嬉しい。
・直接畑等に入れるとカラス等に荒らされます。最初購入したのが２０年以上前です。
　その頃のものが割れたりしてきたので、今回購入しました。畑、花壇等あり、茎葉落ち葉等も
　全部入れて、また土に返しています。今回２個買ったのですが、足りません。買い足すのに補助を
　いただけるとありがたいです。
・ＥＭぼかしを使った堆肥作りに変えました。夏は臭いが気になるので、秋・冬に行っています。
　生ごみはほとんど堆肥になり、ごみは減るし植物はよく育つし、とても良いと思っています。
・野菜作りに大変役立っていて助かっています。野菜の連作障害もなく、大変喜んで使用しています。
　助かっています。

【生ごみ処理機について】
・コンポストはかなり臭いので、近所迷惑になると思い使用をやめました。
・堆肥として活かせたらと思い購入しましたが、土に混ぜてもうまく分解できないのかカビや虫が
　発生してしまい、再利用できていないところが残念です。
・生ごみ処理機は大変助かっています。
・もう少し小さいものにすれば良かった。
・臭いし、音が大きいし、時間がかかる。
・生ごみ処理機を利用しています。購入の時にお店に詳しい説明がなかったので不安でしたが、
　購入して良かったと思います。　購入する前に電気代がかかると言われましたが、大丈夫だと思います。
　購入するときに情報が少しなので、不安があるかもしれないですね。
・もっと簡単に使えると思っていたけど、スイカとか野菜などの皮を小さくしないと入らないし、臭いも
　結構きつい。時間もすごくかかり、電気代もばかにならないと思える。
・家庭で出る生ごみの量と処理機の能力が一致せず、結局生ごみは生ごみとして捨ててしまうこと
　となった。
・音に関しては洗濯機の方が大きいと思う。魚の頭など生ごみ処理機に対応不可なものも、対応できる
　ものがあると良い（ミカンの皮なども）。
・パナソニックの乾燥タイプですが、堆肥としてはあまりうまく使用できない。減容としては、良い。
・処理機のメーカーが増えると良い。処理できないもの（骨だったり固いもの）もできるようなものができる
　と良い。家族の多い我が家にはとても助かっている。　夏時期コバエが多かったが、処理機を使うように
　なってからはコバエは飛ばなくなった。なので、これからも使用していくつもりだ。壊れてしまったら補助
　が受けられないので、次回購入時でも補助できるようにしてもらいたい。
・生ごみ処理機は相当以前に購入したが、使い方が面倒で一度も使用せず、倉庫に眠っている。
・夏の生ごみの臭いが使用することにより、気にならなくなって良かったのですが、処理中の音やニオイ
　は少し気になりました。
・臭いもなく良い処理機。
・使ってとても良かった。
・割合はやく故障になったような気がします。
・上手に使うことも、なかなか困難があります。
・とても助かっています。壊れたらまた買いたいです。
・生ごみ処理がほとんどされなかった。
・生ごみ処理機は便利だと思いますが、かなり時間がかかり、室内温度も上がるので、そのまま外出
　したり、離れた部屋で寝る時に発火したりしないか心配になります。出来上がった堆肥は、家庭菜園で
　有効利用できる点はありがたいです。
・大変便利です。毎日使用しているので、なくなると困るぐらい。もし機械が壊れたら、また少しで良い
　ので補助があるとうれしい。
・生ごみ処理機は良い機械なので、ぜひ普及促進をお願いします。また、補助制度も是非充実、継続
　を願います。



・現在は購入した時よりも家族の人数が減ってしまったので、以前ほど多くは利用していません。２人分の
　食事の準備で、昼は自分だけなので、ほとんど残りはでません。正直なところ、あってもなくてもどちら
　でも良いと思う時があります。サイズを変更できても、今さらと思ってしまいます。あれば便利ですが…。
・プランターで野菜を育てているので購入したが、肥料はそんなに要らず、不要になってしまった。

【補助金について】
・使用して３年、壊れた場合２台目も補助金があれば今後も使用したいと思います。
・補助があったので、買う決断ができました。
・補助制度は販売店で知った。もう少し宣伝すればさらなる効果があると思う。「ごみ」に対しての意識が
　得られるようになったのは良い機会であった。
・補助金が出るならまた使いたい。
・もう一個コンポストを使いたいので、市の補助制度を継続してほしいです。更にＰＲも続けてもらいたい
　です。
・生ごみが多いのでコンポストや生ごみ処理機を使い、できるだけごみを減らし、有効に活用していきたい。
　補助があるので購入できたが、なかったら高額で購入しなかったと思う。
・だいぶ前にコンポストを購入し使用してきたが、夏場の臭いや処理量の多さに対応できず、困っていた。
　生ごみ処理機は価格が高くて手が出なかったが、補助があることで思い切って購入した。補助は１回
　しか受けられないので、次回は購入できるかどうかわからないが、大切に使っていきたいと思っている。
・補助制度の存在を周知させるのが必要。
・補助があるのを購入時に知りました。
・補助金はありがたいです。
・とても便利で生活に欠かせないものです。これからも補助を続けていただきたいです。
・是非今後も購入の補助金継続をお願いします。
・夏場特にひどくなる生ごみからの臭いがなくなり、虫の発生も抑えられる。また、ごみの量も減り、重さも
　随分軽くなる。とても満足してるうえ、補助制度があり助かりました。補助がないと、購入も高いので
　考えてしまう。
・屋外で使用しているため、特に気にならない。購入しやすいため、このまま補助を続けてほしい。
・生ごみ処理機は２台目を使用しています。機械なので、年数が経てば壊れるものなので、補助制度は
　なくさないでほしい（今では必需品です）。コンポストはどうしても虫が発生するが、汁物の残りを捨てる
　には排水口には流さないようにするので、必要です。

【広報について】

・市の広報に毎回記事を載せておくと良い。

・市の補助制度で助かっています。便利なので、今後も使用したいです。
・購入してすぐ広報で制度を知り、制度を利用できませんでした。販売店の方も知らせてくれません
　でした。残念でした。
・家にある家電で１番気に入っている。生ごみが減れば市の税金が使われるのが少しでも減らせるから。
　もっと市民に広く知らせる方法はないか（回覧板、チラシ等）。残渣を買い取ってはどうか。仮に安くても
　市民の関心は高まる。
・非常に役立つ機械であるので、更なる広報により利用者が増えると良いと思う。
・生ごみ処理機を長年使用しています。便利でごみも少なく、特に夏は助かっています。碧南市は助成金
　も多く、市外の友人からは羨ましがられます。これから先、高齢になり、重いものが持てなくなっても、
　生ごみ処理機があれば助かります。
・生ごみを今まで土に埋めていたが、コンポスト投入により、動物の害にあわず、大変良い。家庭内の
　ごみ箱の臭いも減。希望として、書類の簡略化・販売店の広報掲載をしてほしい。
・まだＰＲ不足だと思います。
・学校など、公共施設で利用すれば、普及が進むと思います。

【疑問】
・堆肥として栽培に利用しようと思い購入したのに、カラスのせいで使えず残念に思う。何か良い方法は
　ないのでしょうか。
・平成２１年以前のもの２つが劣化してきているので、追加購入したいが、補助制度を再度利用可能か。
・生ごみ処理機って何ですか。教えてください。

【その他】
・市のごみ袋がたくさん余っています。買い取ってくれたら嬉しいです。



・ぼかし肥が公民館にしかないので、家から車で取りに行っているので歩いて取りに行ける距離にあると、
　年をとってからも利用できるが…。
・購入した時は家族が６人いたので、これらを利用することで随分生ごみを減らすことができた。
　今現在は、２人家族で以前と比べると使用頻度が減った。
・全ての人が生ごみに関心を持ち生ごみを出さなければ、環境に良く、減税にも繋がると思います。
・その他野菜や花の栽培に風呂水をホースを使用して活用している。また、雨水を桶から水槽に入れて
　活用している。過日、豊橋市で雨水を水槽に入れ、蛇口を取り付け、ものを市で斡旋してることを
　知りました。碧南市も検討していただきたい。
・台所から出る生ごみを以前は大浜にあった、市環境課でプラスチックの蓋付の入れ物を1000円で買い、
　ボカシを入れ、堆肥にしていましたが、その入れ物をまた販売してほしいです。
・２人世帯なので、生ごみが少なく、何日分をまとめて処理していたが、面倒になってきた。
　でも、再使用するよう考えます。
・お疲れ様です。


