
1

リサイクル活動アンケート結果

2017 年 12 月 11 日配布、2017 年 12 月 15 日～2018 年 1月 13 日回収分

設問 回答 1年 2年 3年 4年 5年 6年 合計 構成比

31 32 30 19 25 9 146 100%

学年学級代表委員として参加 3 3 7 5 9 5 32 21.19%
一般のお手伝いとして参加 7 18 13 13 8 5 64 42.38%

参加したことはない 27 7 11 3 7 0 55 36.42%

そう思う 22 22 19 9 12 5 89 61.38%
そう思わない 12 8 10 11 12 3 56 38.62%

協力出来る 10 15 17 9 12 3 66 46.15%

一部なら協力出来る 11 8 8 5 4 0 36 25.17%
協力出来ない 14 8 4 2 8 5 41 28.67%

［１］お子様の学年を教えてください。

［２］今までにリサイクル活動に
参加されたことはありますか？

［３］リサイクル活動は来年度以
降も必要だと思いますか？

［４］年に1回程度、取りまとめの

お仕事にご協力頂けますか？

設問３の理由（自由入力）

「そう思う」に〇をされた方の理由

おやじカレーは人気なので、その材料費になっているのであれば。

わずかな収入でも、子供達の為に役に立つので、続けた方が良いと思います。

現在の様にできる人ができる事をするスタイルであれば継続可能と思います。

灯油代にあてられていることに意義が有ると考えます。目に見える活動だから。

子どもの為にお金が使われているときくと必要かなと思います。

子供たちのために使用されるのであれば必要だと思います。

収益が出ているのでメリットがあると思います。

体育館の暖房の灯油代のためであれば必要ですが、灯油代がほかでカバーできるのであれば必要ないと思います。

体育館の暖房はとてもありがたく、暖房費は多額になると思われるので。姉が関台だったのですが、当時体育館が寒

く芯から冷えてゆっくり行事を見ていられなかったです。ご近所のおじさんおばさんが当日とっておいた新聞や古着

をわざわざ持って来てくださると、この小学校がご近所の方々に愛されているなと思うから。

年間の収益があるならばやってもよいと思う。

収益が子供達の為に使われている

近くのお店のお手伝いにもなっているから

収益が子供達の為に使われているために役立っているから

暖房費用は必要だと思うので。

リサイクルをすることは良い事だと思うので

子供にリサイクルに興味を持ってほしいから

地域の交流にもなり、子ども達のために収益を充てられるため

子供の教育には大切だと思うから。（ただし、もう少し負担を減らして欲しい）

子供がリサイクルに興味を持つようになります。収益が学校の子供たちのために当てられています。

資源は大切にしましょう。

不用品がリサイクルで子供達や学校の経費として役立つなら良いと思う。

リサイクルに対する子供の意識が変わる為。

収益が子供達のためになっているから

収益が学校の子供のために充てられ使われているから。
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時代の流れでリサイクルは重要なので、子供たちにも意識してほしいから

リサイクルは教育になる上、収益にもなる

こどもがリサイクルに興味を持つきっかけになると思います。

リサイクルの収益が冬場の体育館の暖房代にあてられているのならやるべき。子供達のリサイクル意識を高める意味

もある。

表面 3段落目の内容を読んでそう思いました。

子供達もの行事が豊かに楽しめるようになるので。

月 1回の活動なので、改善することで負担が減るのであれば、続けた方が暖房費などで還元されること、子どもたち

のリサイクルに対する意識が高まること等、メリットがたくさんあるから。

また、保護者同士がコミュニケーションをとれる貴重な場であると思うから。

子ども達のためになっているなら続けてあげたいと思います。

収入になるから

リサイクルに対する姿勢を子供達に見せて意識を持たせたいから

毎月のリサイクル品を出している訳ではありませんが、子どもはリサイクルに興味をもつきっかけになると思うので。

リサイクルによって収益が出るのは良いことだし、収益が子供達のためになっているのであれば、あった方がよいと

思うからです。

「そう思わない」に〇をされた方の理由

土曜日と第 1、第 3月曜に近所で捨てられるから。

PTA 会費から捻出して下さい。

PTA 会費で灯油代等をまかなえば良いかと思う。

子供にリサイクル品を持たせている様子は、あまり見なかったので教育としてあまり意味がない。

環境の事を考えるならば、続けるのは良いと思うが子供にもポスター書くとか何か意識が起こるような事があれば。

負担の大きさに対して収益が少なく、学校でやらなくてもリサイクルは各地域で出来るので。

4万円位ならばPTA 会費を少し値上げして調整してほしいです。

良い取り組みだとは思いますが、学代等の負担がストレスならば無理な存続は必要ないと思います。

リサイクルでできたお金の用途をもっと分かりやすく知らせて欲しい。

リサイクル活動自体の意味を子供もあまり理解していないようだから。

手間の割にいただける金額が少なく感じますのでなくして寄付を募った方が楽だと思いますが、子供のリサイクル意

識といった教育面を考えると無くすのも難しいとは思います。

私も役員をやりましたが、値段が普通と５倍近く違うといわれました。お姉ちゃんは私立ですが、皆、遠方なので、

インクカートリッジのような（後はアルミ銀付き牛乳パック）コスト性が高く、軽い物だけにして回収しております。

区の資源回収やスーパーに出すので。（学校まで持って行くのが大変）

活動の時間、人数を考えると収益が少ない。

子供たちがリサイクルに対しての関心を持っていないため。

毎年、 PTA 会費が余っていると聞いています。年間４万程度の収益であれば、PTA 会費で補えると思います。

各々自宅で行えばよいとおもいます。

通常の家庭で充分に取り組めている。予算のために行う必要はない。

区のサービスで十分リサイクルについて子供は学べると思います。わざわざ人手をかけて学校で実施する意義を感じ

ません。

小さい子がおり、朝の学校が負担なため。
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大変な割に収益が少ない。灯油代は PTA 会費から支出する方がいい。

収益が仕事と比例していない気がするから

地域で同様の活動があり重複している為

近年自治体によるリサイクル回収が定着し、各家庭においてもゴミのリサイクルは出来ている。リサイクル活動（学

校）はそれらが整備される前にスタートしており、もう役割は終わっている。保護者の負担を考えるともうやめてよ

いと思う。

地域貢献になると思っていたのですが、一度参加した際、お店の方にダンボールの引きとりはどちらでもよいと言わ

れたため。

町会でもリサイクル活動を行っているため（収益は町会のもちつき会等の費用に充てられている）PTA 会費の剰余金

がかなり出ているようなので、それを灯油代や食材費として使えばよいのではないか。

保護者の負担に対して収入が多くないと感じるため

人数と収益のバランス次第

申し訳ないのですがお手伝いに参加できないので

資金面で少しでも収益を上げたいのであれば小日台マーケットを工夫するなど、リサイクルの手間と効率を考えたと

き、他に方法がありそうだから。

自治体によるリサイクル回収があるため、資源の無駄にはなっていない

早朝のお手伝いで大変な割に収益に繋がらないから

設問４の理由（自由入力）

「協力出来る」に〇をされた方の理由

日にちが合えばできるから。

リサイクル活動に賛同しているため、協力はおしみません。

年に 1回程度なら仕事の都合をつけたいと思いますが、実際は直前にならないと何ともいえないので。

早くから当番日がわかっているので仕事があっても調整できるため

学年代表でも経験していますし、必要なボランティアであれば協力させていただきます

年に 1回だし年度の始めに日にちを教えてもらえるため、急な用事がなければ協力できます。

年に 1回程度、都合があえば協力できます

年に 1回程度ならば都合をつけられるのではないかと考えたから。

リサイクル回収活動続けるなら協力しますが、活動自体は必要とは思いません。

毎月なら難しいが年に 1回なら無理なく出来そうだから

「一部なら協力出来る」に〇をされた方の理由（協力出来る内容も含む）

仕事の予定次第になってしまいますが、お手紙印刷や当日のお手伝いなど可能な範囲で可能だと思います。

仕事の都合次第。ポスター掲示

仕事や兄弟の都合によるので一部にしました。

eメールを使っての連絡

仕事がありますので、先に日にちを決めて、当日（8:00:9:30)の取りまとめをする。

自由な時間のある時にはお手伝いします。

取りまとめの仕事内容や、かかる時間がもう少し詳しくわかればできることもあると思います。

お手紙の配布等

下の子がいるので当日は厳しいです。すみません。



4

日にち指定をされると母親も働いているので都合をつけられない場合が多いです。日にち指定のないお手伝いならで

きるかもしれません。

毎月は無理ですが、日によっては協力できる日があると思います

仕事が不定期なので、その時にならないとわからない為。

当日なら手伝える

時間によるので

当日は、下の子の送迎があり出来ないが、それ以外であれば

まだ幼稚園の娘がいるので、主人に当日の送迎をお願いしないといけないため

朝は、出勤時間なので、それ以外の時間にできればお手伝い可能です。

下の子が幼稚園の為、朝のリサイクルの時間帯が難しい為

今まで通り年に一回程度（もう少し多くても）手伝える。仕事を持っているので毎回となると無理。

仕事により、協力できる人出来ない日がある。

仕事もしていますので、平日の参加は難しいです。

在宅でできることのみ可。平日は不可です。

お手紙、ポスターなどの作成、配布。

当日朝は仕事があるため、事前の準備で時間があえば、印刷、配布などのお手伝いはできると思います。

下の子の送迎があり当日は難しいですが、事前準備などでしたらできることがあるかと思います。

「協力出来ない」に〇をされた方の理由

家庭でのリサイクルで充分である。

平日でいつ当番になるか指定できない為、必ず仕事の都合がつくとはお約束できないので。

小さい子どもがいる為

親が体調悪いので申し訳ございません

学校に行く時間を作ることが難しい

卒業なので

卒業するので

小学生以外の子供もおり、仕事も休まなければならないため

活動時間に予定（仕事）があり参加できない

仕事が忙しく余裕がないため申し訳ありません。

仕事をしている時間なので

下の子の幼稚園の送迎と時間が重なるため

下の子が小さいので

仕事の為

他にも色々と（学校以外の習い事等）で役員があり手いっぱいのため。PTA お手伝いは）なるべく協力しています。

卒業してしまうため
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「その他ご意見などございましたら自由にお書きください。」の内容（自由入力）

近隣の幼稚園に通わせている保護者から前時代的な行事（活動）として奇異の目で見られています。下の

子を幼稚園に通わせていた際、他の保護者から

何度となくリサイクル活動について質問され、「そのような面倒な活動のある小学校には、できれば通わ

せたくない」との感想も頂いたことがあります。

たかが毎年 4万のために、何人もの保護者の時間を投資するのは無意味と思いますので、廃止をご検討頂

ければと思います。

ほとんどリサイクル品は親が持ってきているのではないかと思います。家のゴミ出しでも十分リサイクル

の意識は学べると思います。

環境の事、地域との関係を考えると、続ける事は良いと思います。ただ、係の負担になるならば、回数を

減らすとか、考え直す事が必要だと思います。

2回ほど、参加させていただきました。

1年の際には年間予定表の様なもので、事前に休み調整できたのですが、2年目は 4月でしたので、急な事

もあり事務調整しなければならなかったのが、大変でした。

事前に予定が立つ様であれば、ありがたいし、何度でも協力させていただきます。

※学代さんの仕事ではなくあえて"リサイクル委員会”として活動するのも一案ではないでしょうか。

※子供たちをもっと”まきこんで”親だけのリサイクル活動から学校全体のリサイクル活動にしていけれ

ばよいなぁと考えます。

※ペットボトルキャップ、ペットボトルも回収できればうれしいです。

一般のお手伝いとしても学年学級代表としてもお手伝いをしたことがありますが、地域の方々のためとい

うところも大きいのかなと感じていました。

地域の方はこのために溜めたリサイクル品を持ってきて下さるようですし、そこで話したりしてコミュニ

ケーションをとることも楽しみにして下さっているように感じたからです。

一方で、時によっては母親達の負担も大きく、正直灯油代のため意外には必要ないように思いました。回

数を少なくしたりしても良いと思います。

過去、4回程度、リサイクル活動に参加しています。

仕事量に対してお手伝いの人数が多すぎて皆さん手をあまらせている状態でした。

また、回収の車がくるまで 1時間ほど何もせず待たなければなりませんでした。もう少し効率よくできな

いものかと感じました。

「みんなが持って来てくれたリサイクル品が、冬には体育館の灯油代になっているんだよ」と、学級等、

校内で何度も聞くと、子ども達のイメージや意識が具体化すると思います。

（以前よりはリサイクル収益の使い道が周知されていますが、まだ弱いように感じます。せっかく苦労し

て続けるのですから。）

学校まで運ばなくても、各ご家庭で資源ゴミが出せます。又、近くのスーパーや施設などでリサイクル品

の回収が行われています。

子供たちがリサイクルに関心を持つ機会も本校の「リサイクル活動」以外にも沢山あるように思います。

例年の学代さん達のとりまとめや保護者の方達の毎月のお手伝いなどを考えるとそろそろなくしてもよい

のではないかと思います。

「リサイクル活動」の収益は、PTA 会費から灯油代など出すのはいかがでしょう。

地域の方々との交流ということであれば、子ども達が毎月「リサイクル活動」に参加するのもよいのでは

ないかと思います。
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学校でリサイクル活動をやらなくても、地域やスーパーなどリサイクルに貢献できる場はありますが、親

子で協力し、学校のみんなで活動しているということが、子供たちの成長にもつながり、また収益もある

とのことですので、大変でも継続希望です。

回数、人数を減らしてもいいと思います。夏は量が多いので人は多く、など。

ご案内等のお手紙をメールにする。回収日を減らす。（活動自体は無くしたくないが、負担が大きいため。）、

回収ボックスの設置は不可能？

リサイクル品を朝、学校まで持っていくのは厳しい為、マンションの資源回収があるのでそちらに出すこ

ともあり、個人的にはなかなか難しいが、子供たちの啓発にというのであれば、続けて良いかと思います。

参加できる方が減って生きている現状から、活動自体が難しいのであれば無理してまで継続しなくても良

いのではないかと思います。（年間４万円であれば、PTA 会費からでも賄える金額？）

ただ、表文面にもあるように、子供たちへの啓発にも役立っているということでしたら、金銭に関係なく、

みんなで協力して活動を続けるのも良いかと思います。

住んでいる場所や、家が戸建てかマンションで、必要な場合とそうでもない場合があるような気がします。

親が関与せず、４５Lの収集ボックスを設置して、子供たちに少しずつ持たせても、結構集まるかなと思い

ました。

学校に出向いた親などが資源ごみステーションに持って行くという形で。

例、お姉ちゃんの学校では、各学年１台ずつウォータークーラーが１年で１台ずつ設置出来、ノロウィル

スなどの病気が減ったと喜んでいました。

他の学校では行っていない。作業が終わってから、回収業者が来るまでの待ち時間が長く、時間が勿体無

い。

働いているお母さんが多い現代に、朝早くからのお手伝いは難しいと考える方も多く、お手伝いをする方、

しない方の差がまた出てしまう要因になるような気が致します。

私は働いておりませんが、末の子がいる中での早朝のお手伝いはなるべくでしたら避けたいというのが本

音でございます。

教会や幼稚園のバザーのように寄付の品物を集めて売ればもっと高額集まると思う。

お金ではなく、リサイクル活動に意味があるのならすみません。

小日向小学校のまわりには子供達がのびやかに遊べる公園ありません。

木々が植えられた公園を見てリサイクルがそこに繋がるという感覚を養えるようになることを願っていま

す。

お忙しい中、リサイクル活動して頂きありがとうございます。

少しでも協力しようと思っているのですが、月 1回の日に忘れてしまうことが多くてすみません。

リサイクルは学校以外の所でもできますし、学校まで持っていくのも大変なのでリサイクル活動は必要で

はないと思います。

その代わりにベルマークを集めて、備品の購入をするのが良いと思います。

取りまとめは難しいですがボランティアとしての手伝いは可能だと思います

そう思うに○をつけましたが、協力して下さる方がいない場合無理に継続しなくても良いのではないかと

思います。

リサイクル活動をしないと行事の支出が出来ないというのであれば、活動は必要だと思いますが余裕が有

れば無理せずに。

仕事でどうしても都合がつかず、活動はお便りで知っており、一部の方のみでやられていることに申し訳

なく思うことがよくあります。ありがとうございます。
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PTA 活動に前向きな改善にご尽力いただいている会長様はじめ役員皆様には日々感謝しております。

リサイクル活動には敬意を持っており、大切な活動であると思いますが、確かに保護者の負担に成果が伴

わないように感じます。

当日の取りまとめも煩雑で、紐などの消耗品の把握もありますし、毎回初めての方が担当したり引き継い

でいくのは難しいのではないでしょうか。

実際のところ、子供にはアルミ缶や牛乳パックを持たせ、持たせにくいものは文京区の資源回収を利用し

ています。

収益には非常に感謝しておりますが、世帯数増加により PTA 会費にも余裕があり、実際に歓送迎会（五百

円）の無料化を検討できる状況にあるため、絶対必要でもないように思います。

地域との関係や特に段ボールを沢山提供いただいている商店には相互協力をやめることはどうなのか？と

いうあたりは気になります。

案保護者が主体となって行う現在の形式はやめて、例えば、品目をアルミ缶に限り、年に 1回程度アルミ

缶回収を全児童で行うなど、児童を主体としたリサイクル活動にしたらどうでしょうか？

アンケートの趣旨がとても分かりにくいです（来年協力してもらえる人を探すためのもの？）

裏面に記載の

「リサイクル活動の「取りまとめ」を学年学級代表委員会の来年のお仕事から外し、学年学級代表として

のお仕事に切り替える方向で進めています。」

↓

すいません、何が違うのかよく分かりませんでした。全体として業務軽減の方向に向かっている訳でもな

い、という理解で合ってますでしょうか。

地域の方の善意をどうしたら良いかが難しいです。

何人位の地域の方が毎回協力してくださっているのでしょうか。

子供がリサイクルに興味 → 家庭で出来ます

保護者同士親しくなった → リサイクル活動以外でも親しくなれます

年間 4万円 → 余剰の PTA 会費でまかなえます

学校（PTA）でリサイクル活動を行うことで子ども達が環境問題に興味を持ち、身近な問題として捉えてく

れるならば、継続できればと思います。

ただ、多くの保護者の方がご負担になるならば（負担に感じる方が増えているならば）何が何でも継続し

て欲しいとは思いません。（縮小、または、中止の検討も仕方なしと思います。）

裏面、「学年学級代表としてのお仕事に切り替える方向」とはリサイクル活動委員をつくる？又は今のベ

ルマークのようなイメージでしょうか？

どのような形でも構いません。お忙しい中、色々ご検討頂き誠にありがとうございます。

学代としてリサイクル活動に参加しましたが、近くの商店にダンボールを取りに行くのが大変に思いまし

た。

子供達の学校の活動で、皆の協力である程度の収益は出ているので楽しく活動していけたら理想的ではあ

りますが、朝リサイクルの為に学校に行き結構な労働で皆がんばって年 4万程度です。

ゴミから 4万円はすごいとは思うのですが・・・。

あまり好きでない活動を無理にやるということは楽しくなく感じます。

協力しないお家が多いのは皆さん面倒だったり、やりたくない、の意見に思えます。


