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１ 調査の目的 

家庭から排出される普通ごみについて、重量の約８０％を水分が占めるといわれ

ている。ごみの減量化には、生ごみの水切りが欠かせないことから、一般家庭で生

ごみの水切りを実践してもらうことにより、生ごみの減量意識を醸成するととも

に、水切り効果の検証・データ収集を行い、その調査結果を今後の生ごみ減量の普

及啓発に活用する。 

 

２ 調査概要 

①内容 

  モニター協力世帯に水切り器と計量器を配布し、水切り前後の生ごみの重さの

計測を依頼。また、モニター期間終了後、活動日誌、活動中の写真及び生ごみ

の水切りに対する感想や、生ごみ減量に対する意識変化についてアンケートを

提出してもらい、水切りの効果検証を実施。 

 

 ②期間 

  令和３年６月７日から令和４年２月２８日まで 

  ※協力世帯は実施期間の中で可能な日に計測を実施する。記録回数は問わない

が、目安として１ヶ月程度、一週間のうち４回程度の調査を依頼。 

 

 ③対象 

  たつの市内在住の１００世帯 

  報告 ９４名（回収率 ９４％） 

  未報告 ６名 

 

 ④モニターへの配布物 

  ・生ごみ水切り器 

  ・デジタル計量器 

  ・生ごみの水切り方法について 

  ・生ごみ水切り日誌 

  ・生ごみ水切りモニターアンケート 

 

 ⑤使用した水切り器について 

 

 

  

  

メーカー 岩谷マテリアル株式会社 

      

品名 Kcud（クード） 
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３ 調査結果 

【モニター属性】 

アンケート回答者数 ９４名 

 

性別 回答者数（人） 割合（％） 

男性 １ １．１ 

女性 ９３ ９８．９ 

 

年齢 回答者数（人） 割合（％） 

20-30代 １０ １０．６ 

40-50代 ４６ ４８．９ 

60-70代 ３４ ３６．２ 

80代以上 ４ ４．３ 

 

居住地区 回答者数（人） 割合（％） 

龍野地区 １８ １９．１ 

小宅地区 １２ １２．８ 

揖西地区 ２２ ２３．４ 

揖保地区 ５ ５．３ 

誉田地区 ４ ４．３ 

神岡地区 ３ ３．２ 

新宮地区 １１ １１．７ 

揖保川地区 ９ ９．６ 

御津地区 １０ １０．６ 

 

家族構成 回答者数（人） 割合（％） 

１ ４ ４．３ 

２ ３１ ３３．０ 

３ ２５ ２６．６ 

４ １９ ２０．２ 

５ １２ １２．８ 

６ ２ ２．１ 

７ １ １．１ 
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【調査結果数値】 

モニター数 １００世帯 

 計量回数  １，９４４回 

 減少率   ８．９％ ※１世帯あたりの減少率の平均 

 

 ●減少率について 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１世帯当たりの減少率は平均８．９％であった。減少率の最高値は３３．８％、

最小値は０．６％であった。アンケートの結果から、しぼる生ごみの種類や水をし

ぼるタイミングなどが減少率の差に関係していると考えられる。 

 

●計量回数について    

   

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

計量回数の最多は２８回で、約１ヶ月間ほぼ毎日取り組んだ世帯が２０世帯あっ

た。１６回以上取り組んだ世帯が８０％以上を占めた。 
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４ アンケート結果 

 Ｑ．水切りで効果があったことは？ 

 回答数（人） 割合（％） 

ごみが軽くなった ４０ ２２．０ 

ごみの量が減った ２８ １５．４ 

生ごみの臭いが減った ２５ １３．７ 

コバエなど虫が減った １２ ６．６ 

ごみの減量への関心が高まった ７５ ４１．２ 

その他 ２ １．１ 

  

  

Ｑ．今回使用した水切り器について 

・水切り性能 

 回答数（人） 割合（％） 

良い １３ １４．０ 

ふつう ５０ ５３．８ 

悪い ３０ ３２．３ 
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・ 使いやすさ 

 回答数（人） 割合（％） 

良い ２１ ２２．６ 

ふつう ４３ ４６．２ 

悪い ２９ ３１．２ 

 

    

 

 ・手軽さ 

 回答数（人） 割合（％） 

良い ４４ ４７．３ 

ふつう ３７ ３９．８ 

悪い １２ １２．９ 
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Ｑ．今後も水切りを続けたいか？ 

 回答数（人） 割合（％） 

今回行った方法で続けたい ４５ ４８．４ 

その他の方法で続けたい ４６ ４９．５ 

続けたくない ２ ２．２ 

 

    

 

 ●その他の方法について 

  ・水切りネットを使用する。 

  ・手でしぼる。 

  ・段ボールコンポストを使用する。 

  ・水切り器と水切りネットを併用する。 

  ・すぐ捨てないで時間を置く。 

  ・生ごみ処理機を使用する。 

  ・ネットに入れて、板などで押さえて水を切る。 

  ・生ごみは畑等に埋める。 

  ・新聞紙に包んで、手でしぼる。 

 

 ●続けたくない理由について 

  ・生ごみの重さがあまり変わらない。 

  ・効果があまり見られない。 
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Ｑ．ごみの減量のための取り組みについて（自由記述） 

 

 ・ラップは毎日使うので、シリコンラップを使う。 

・ごみを捨てる時に、少量でもスーパ―の袋に入れていたが、そのまま市の指定

ごみ袋に入れることにより、少しごみが減った。 

・水切り器の使い勝手が悪かった。 

・庭に畑があるので、生ごみを埋めて肥料として活用している。 

・リユースを心がける 

・ミミズのコンポスターを設置して茶がらを入れているが、生ごみの水分が 大

分減っている。 

・ごみの減量の意識が高まり、買いすぎ、作りすぎに注意するようになった。 

・野菜など皮があるものは、なるべく皮ごと使用する。（栄養価が高い） 

・袋や箱が空になるとごみをその中に詰め込み、なるべくごみのかさを減らすよ

うにしている。 

・オーガニックの食品を中心に使用しているので、皮も一緒に食べることが多

い。 

・天気が良い日は、生ごみを外に干して乾燥させて軽くしてからごみ出ししてい

る。乾燥させることにより、ごみ出しの回数が減った。 

・白菜、キャベツ、大根などは、使う部分だけ洗い、使わない外葉、皮は水につ

けない。 

・子ども会のリサイクルデーが多いため、なるべくリサイクルしている。 

・野菜は、料理に全部使用する。 

・食べ残しをなくすために、料理は余分に作らない。 

・卵の殻やあさりの殻は、乾燥させてから捨てる。 

・廃棄にならないよう、常に意識して買い物や調理をしている。 

・取り組んでいることを家族みんなで共有する。 

・食材を購入するとき、必要な量を意識する。 

・スーパーのトレイをいらない人は、割引やポイントをつけるなど、購入段階で

容器を使わない方法はないか。 

・買ったものは使い切る。 

・食材を腐らせないようにする。 

・野菜の皮を薄めにむくなどの工夫で、生ごみを減らしている。 

・庭にコンポストを置いて、生ごみを入れている。 

・野菜は畑で掃除して、家に持って帰る。 

・不要な包装は断るようにしている。 

・田舎なので、野菜くずは畑に捨てている。 

・資源ごみの分別をきっちりしている。 

・畑でとれる野菜のいらない部分はとって、畑で堆肥として使いたい。 
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・靴や服など着れなくなった物で、あげられそうな物は知り合いに声をかけ、ご

みで出さない。 

・コンポストを活用している。 

・使いきれる量を購入し、毎週冷蔵庫を整理する。 

・濡れた野菜くずは、しばらく新聞紙に包んで水分を吸収させる。 

・食料品に限らず、使用期限のあるものを必要以上に購入しない。 

・過剰包装されているものを選ばない。 

・食品を購入するときは、なるべく薄いナイロン袋にいれてもらうのを断ってい

る。 

・リサイクル容器の活用 

・コーヒーのろ過かすを肥料にしている。 

・ペットボトル、食品トレイ、卵パックは、スーパーの回収ボックスを利用し、

普通ごみの量を減らすように心がけている。 

・包装形態の簡素化が欠かせないと思う。包装材料が土壌で分解されるものが増

えればと思う。遠心分離法などを応用して、脱水の高度化ができればよい。（簡

便な遠心分離機の開発が必要） 

・排水口は、夜ごみを取った後、氷を入れておけば臭いの原因が防げると聞いた

ことがあるので、実行している。 

・分別をしっかりして、資源ごみの活用を心掛けている。子供にも教えて分別が

できるようにしている。 

・分別した物はどうなっていくか興味を示し、「これな何になるのかな」と 言い

ながら捨てている。 

・水切り後、パンの空袋を利用して捨てている。パンの空袋を利用することで、

臭いが外に漏れないし、水分も外に漏れない。 

・水分を含んだものは、水切りの袋などを利用し、しぼってからごみ箱へ入れ

る。 

・なるべくティッシュを使わず、布巾でこぼしたものを拭くようにしている。 

・ねぎの根等は、少し上で切って再利用する。 

・コーヒーかすは、消臭剤として再利用する。 

・生ごみを肥料へ変える機械があるので、今回の方法と合わせて使用していきた

い。 

・子ども食堂へ持ち込む。 
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Ｑ．感想や工夫した点等（自由記述） 

 

 ・今回使用した水切り器は、水切りしやすいが、生ごみをそのまま入れると、後

の掃除がとても大変であった。 

・今回の水切り器は、たたんだら自立しないし、広げたら場所をとる。 

ざるで水切りした方が、やりやすい。 

・夏なので、水切り器でしぼる前に生ごみを置いていたら、コバエが出てきた。 

・今まで、生ごみの量を測ったことがなかったので、たくさんのごみが出されて

いると気づかされたので、もう少しごみを減らしたい。 

・野菜の芯は、できるだけ水分を含む前に捨てる。 

・野菜の皮も工夫すれば食べれるので実践していきたい。 

・水切り器は、一度にたくさん入りきらない事が多かったので使いにくかった。 

・元々水切りネットに入れて水切りを行っていたが、手でしぼるとより水分がき

れると感じた。 

・水切り器がかたいため、うまく水を切れなかったので、もう少しやわらかく力

を入れなくてもいい物があればと思った。 

・水切りすることにより、こんなにも重さが変わって、みんなが取り組むといい

なと思いました。 

・健康のためだけでなく、ごみの減量、サステナブル社会の実現のためにも有機

農業が増えていくといいなと思う。 

・今回使用した水切り器は、サッと洗えて衛生的で場所も取らず便利だった。今

後も水をしっかり切って、生ごみを捨てることを積極的にやっていきたい。 

・今後は自己流でごみを減らす土づくりに挑戦してみたい。 

・水切り器使用も、硬い骨などの食材の残りが入ると、十分な水切りができない

ようだ。 

・水切り作業をすることで、ごみ減量の意識も高くなり、野菜購入に関して、使

いきれる量を購入するようになった。 

・水切り器は、硬いものがあるとしぼりにくいので、硬くないものを絞った方が

よい。 

・なんでもごみとして回収するより、木の枝は各家庭で処分するのがいいので

は。農家は草や木くずは土に返すべき。 

・子どもと話して、ごみ減量の意識を高めたい。 

・今回のモニターが、夏休みの宿題の生ごみの水切りの活動につながるのでとて

も良かった。 

・手でしっかりしぼるのが、一番効果的であった。 

・「もったいない」を考えると、生ごみが減ると思う。 

・生ごみを干してからごみとして出すのが大事だと思ったが、場所や時間がない

とできない。 
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・水切りネットを使うことは、レジ袋同様抵抗があるが、干すことができない人

は、使い捨てのネットを使った方が水分はかなり減る。 

・計量したことで、安易に捨てていることに気がついた。食べ残しをしないな

ど、小さなことの積み重ねなので気を付けたい。 

・水切り器は、はさむより上から押さえるようなタイプのものがよい。 

・常備菜を作りすぎて捨ててしまったので、作り置きは最小限にする。 

・この水切り器を多くの人に使ってもらいたい。 

・近所のごみステーションには、カラスがよく来て困っているため、今回のよう

に水切りをすると臭い匂いがあまりしなくてよい。 

・CO₂排出量を減らすために、いい取り組みだと思う。 

・年末年始のごみの収集がないとき、水切りをしていると生ごみがたまっても匂

いが少なく、気にならなくてよかった。 

・今までごみの量を考えずに捨てていたが、水切りしてもっと減量していきたい

と思った。 

・モニターをやってみて、ペーパータオルや紙類を使うことが多いと気づいた。

これをきっかけに少しでも減らせるようにしたい。 

・水切りすることが習慣になり、苦にならないので続けたいと思う。 

・続けると水切りが楽しくなってきて、スムーズにできるようになってきた。 

・今回の水切り器は、人数の少ない家族向きだった。 

・水切りで、少しでも環境のために役立っていると思うとうれしい。 

・水切り器は、使用後の汚れが気になり、洗って干す手間が増えた。 

・水切りを始めて、ごみ袋の大きさが中から小になった。 

・ごみの量を減らすためには、水切りだけでなく、ごみの分別や食品ロスを減ら

すことが必要だと感じた。 

・生ごみの水切りをする前に、あらかじめの分別が必要。 

・資源ごみの分別を徹底することで、普通ごみが減量できる。 

・生ごみの水切りをするのに一番効果的だったのは、手しぼりだが、このやり方

を毎日続けるには、手が汚れる感覚があり抵抗があり、相当な労力が必要であ

る。なので、水切り器を使う方法は、多少水切りの量は落ちるが、手の汚れを

気にせずやりやすい方法だと思う。 

・今回の水切り器は、ばらせて洗えて、臭いもなく清潔でいい。できればふたが

あればと思う。 

・生ごみの減量だけでなく、今回の経験からごみに関心を持つことができ、良い

機会となった。 

・自分が生きていく上で、どれだけ環境に負荷をかけているか知ることが大切だ

と思う。合成繊維の衣類を洗濯した排水に含まれる微細な繊維が、海を汚染し

ていると知り驚いた。想像力を働かせ、自分にできる事を一つずつ実践してい

くことが大切だと思った。 
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・市がこのような取組みをしてくださったことに敬意を表します。同時にたつの

市を誇りに思う気持ちがわいてきました。SDGsが叫ばれても、何をしたらいい

かわからない。この取組みもベストなものかはやってみなければわからない、

そんな中で”まずやってみよう”と動き出してくださったことに感謝します。 

・水切りネットを使えばもう少し楽になるが、ネットを使うのは、SDGsの考えに

逆行している気がして、使う気になれない。 

・水切り器は、折りたためるので場所を取らないのが良いし、台ふきをちょい掛

けしておくのにとても便利だ。 

・今まで自分で取り組んでいた EMボカシで発酵バケツに入れた方が、生ごみの減

量の効果は大きい。EMボカシの配布を再開してほしい。 

・市販の水切りネットを使わないといけないため、結局環境のためにはどちらが

いいのかと思った。 

・段ボールコンポストの講習をしてほしい。 

・将来どの家庭にも生ごみ処理ポストから肥料になるような、手軽な処理機があ

ればいいのにと思う。 

・野菜や果物かすの土にかえるものは畑に捨てているが、畑がない場合は、生ご

みとして出さないといけないので、その時は水切り器が必要だと思った。 

・ギューっとしぼるのが楽しくて、家族みんなで出来た。多くの方々にもぜひ体

験してもらい、みんなでごみについて分かち合いたい。 

・以前体調の悪い時に、資源ごみの分別をせずにごみ出しをしていた時があった

が、一回のごみ出しで大のごみ袋を 2個ぐらい出していた。しかし、分別する

ようになると、大か中のごみ袋 1個ぐらいですむようになり、いかにプラごみ

やペットボトルがごみの中で割合を占めているか実感したことがあった。やは

り、ごみの量を減らすためには資源ごみの分別が基本だと思う。 

・冷蔵庫の食材に関して、もう少しきちんと管理する必要があると思った。 

・水切り器がふっくらとした型なので、まっすぐな板のようなものであれば、も

う少し水が切れたのではないかと思った。 

・つい癖で土に埋めてしまった。水切りも大切ですが、廃棄する前の工夫を考え

たい。SDGsの目標として、環境についてはまず家庭からと改めて思った。 

・ごみは毎日出るので、常に意識して生活していかないと減らないと思った。 

・今までは気にせず生ごみを捨てていたが、モニターをしてみて、生ごみの量や

水分量を減らすことによって、ごみが少し軽くなったように感じた。料理する

ときに、ごみの量や水分量を気にしながらするだけでも、減らすことができる

と思う。 
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５ 総括 

 ●調査結果より 

  今回の調査結果では、水切り器を使用することで、約９％の減量効果が確認さ

れた。また、多くのモニターの方がすでに独自の方法で生ごみの水切りを実践し

ており、特に自然に水分を切れる三角コーナーや、市販の水切りネット、手しぼ

りなど比較的簡単にできる方法で取り組まれていた。 

  また、コンポストの利用も確認され、生ごみをごみとして排出せず、堆肥とし

て循環する方法に取り組まれている方もおり、水切り以上の取組みをされている

ことがわかった。いずれも生ごみの水切りや、資源ごみの分別の徹底がごみの減

量につながることを実感された方が多く、関心の高さが伺えた。 

 

 ●今後の課題 

  今回の調査では、主に水切り器の使い勝手や効果について回答いただくこと

で、生ごみの水切りへの関心と、減少率を認識し、さらなるごみの減量化施策へ

の第一歩として位置付けている。今後も、生ごみの水切りの効果について理解を

深め、またごみになる前の段階で使いきり、食べきりを行うことで、食品ロスの

削減にもつながるよう、ごみ減量施策の普及啓発に努める必要がある。 


