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ASCON・アスネット「プラごみアンケート集計」 速報版！           ２０２０．９．５ 

   ★アンケート回答は 7２名：職場の友人やご家族のご協力もいただいた例がありました。 

 

【⒈レジ袋・買い物スタイル編】 
           

※2020 年７月 1 日より国内の小売店での「レジ袋有料化」がスタートしました。 

 

【設問１】レジ袋が有料化になってレジ袋の利用が減りましたか？ 

 

① 有料化になってレジ袋の利用が減りましたか？ 

 

 

 

 

 

 

 

減った    

 

６１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊以前、無料のお店からは貰うこともあったので、全体的には減りました。 

＊いままでマイバッグを持っていても、店員が先に商品をレジ袋にいれてしまい結

果的にもらってしまうことがありましたが、確認されるようになったためもらうこ

とがなくなりました 

＊多少減ったと思う。ただ、レジ袋を家庭で別の利用をしている方も多いと思う。

例えば家庭内ゴミ箱の内袋として利用していたり。これを有料レジ袋になったこと

で改めてビニールのゴミ袋を買っていたら逆効果となりかねない。 

＊特にコンビニでは有料化前まで、お店のレジ袋を利用していましたが、マイバッ

クに切り替えています。 

＊１年ほど前からマイバッグを持ち歩いているので、もともと少なかったのです

が、ＣＶＳで買い物をした時のレジ袋がさらになくなりました。 

＊以前よりレジ袋は使用しておりません。 

＊テイクアウトの料理以外、基本的にレジ袋は貰わない。 

＊スーパーではもともとマイバッグ派だったが、コンビニ利用分は減りました 

＊普段買い物をしている量販店（コープみらい、丸井食品街）はレジ袋が有料なの

で、マイバッグ持参でした。コンビニは近くの八百屋さん、お豆腐屋さんは当たり前

のようにレジ袋に入れてくれるのでそのまま受け取っていました。 

これらの店が有料化のタイミングでマイバッグを自然に使えるようになったので、

その分利用は減りました。 

変化なし
11

（１５％）

６１

（８５％）

減った

※イラストは 

経産省 HP より 
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減った（続き） 

＊コンビニやスーパーなど買い物時には、マイバックを持参することが習慣化され

たことで利用は減っています。 

＊以前からマイバックを使用してスーパーで買い物をしていましたが、SVC など

少量の買い物をした時に変化があり、レジ袋からシール対応に変えてレジ袋をもら

わなくなったので利用は減っています 

＊マイバックをうっかり忘れてしまったときと、使い勝手上ビニール袋が欲しいと

き（汁が出そうな商品買ったとき、ゴミ袋が欲しいとき）以外はレジ袋を利用しなく

なりました。 

＊コンビニやデパ地下など黙っていても袋入されることがなくなったので確実に

減りました。 

＊今までは、生協のお店やスーパーではたいていマイバッグを使っていましたが、

コンビニやドラッグストア・パン屋さんでは、手元のかばんに入るのであれば、いり

ませんと言っていたこともありましたが、多くの場合はレジ袋をもらっていました。

このもらっていたレジ袋はすべてもらわないようになりました。 

＊2 割減 ＊3 割減 ＊5 割減(2 名)  ＊8 割減 ＊9 割減（６名） 

＊10 割減(４名)   

＊家族もマイバックを持つようになり減りました。 

＊以前は袋をくれるお店ではそのままもらっていましたが、今はマイバック利用を

心掛けてます。 

＊少し減ったが、家庭内のごみ袋用として結局は購入している。 

＊お金を払ってまでもらおうと思いませんので、ずいぶん減りました 

＊たまにしか利用しない。 

＊スーパーでの買い物は以前よりマイバッグ使用ですが、コンビニやドラッグスト

ア等でもレジ袋の有無を聞かれ、心置きなくマイバッグを使えるようになったの

で、その分確実に減っています。 

＊減ってはいるが、コンビニでの利用（特に男性客）は相変わらずレジ袋購入。 

＊元々マイバッグは常に持っていましたが、ちょっとコンビニという時にはもらっ

ていました。今はコンビニにもマイバッグを持っていくのでその分は減っています。 

＊コンビニや雑貨屋、洋服屋など、これまでついいただいていたお店も、持参の袋

に入れてもらっています。 

＊コープの店舗やコンビニに行くときはマイバッグは当たり前なので変わりはない

が、パン屋さんや薬局など有料になりもらわなくなったので減った。 

＊コープ以外の店舗ではレジ袋を貰うこともあり、ゴミ袋にもしていた。 

７月以降は９8％マイバックに切り替えた。レジ袋を利用したのはパンと植木。 

マイバックは繰り返し使用するので頻繁に洗濯しても常に清潔だと言い切れない

のが弱点。レジ袋だけをプラゴミ削減の焦点化とすることにも違和感は否めない。 

 

 

 

変化なし   

 

１１ 

 

 

 

 

 

＊以前から使っていません。エコバッグを忘れたときには買います。 

＊もともとマイバッグ使用 

＊以前から必要のないときはもらわないようにしていました 

＊以前からエコバッグを使用しているため。 

＊もともとエコバッグ携帯し、スーパーの大きなレジ袋は辞退していたので、変化

はない。小さなサイズのものは、生ごみや、飼っている犬のトイレシートの廃棄のた

め一定枚数は必要であったので、多少はもらっていた。レジ袋有料化ですべて辞退

したら、そうした必要枚数を確保できなくなってしまった。仕方なくダイソーで購入

することも検討したが、欠品していたうえに、１枚あたり 2 円弱であり、レジで 2 円

払ってレジ袋をもらうのと大差ないことにがっかりした。（後日ネット記事で、レジ

袋有料化でダイソーのレジ袋が品薄になっていると出ていた）。小泉環境相が、レ
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変化なし（続き） ジ袋有料化はあくまでもプラ問題への啓発のためにやっている（プラゴミ中のレジ

袋の占める割合はごくわずかである）と言っていた。よって、現在は、小さめサイズ

のプラ袋を別の 100 均で見つけ、それを購入して使っている。 

＊コープで活動している時から、レジ袋は辞退しているので個人的には変わらず

です。町田で、皆で使わない壊れた傘を持ち寄ってレジ袋を作ったことがあり、そ

の時大量に作ったものを今も使用しています。傘なので濡れるようなものも平気

ですし、すぐに洗えて乾くのでとても重宝しています。 

＊あまり変わらず、たまに利用する程度。もともとマイバッグ使用派で、忘れた時

や、入りきらない時に使用していたので。 

＊お店ではもらわないけど、家の中でゴミ袋として使用しているので減ってない

と思う。 

＊明確な時期は忘れましたが、昨年末ぐらいから私はマイバッグを持ち歩いてい

ます。家族も妻・子どもにはマイバッグを持たせています。恥ずかしながら、母がま

だマイバッグを持ち歩く習慣が付いていないようです。 

 

 

 

【設問２．】マイバックをいくつ持っていますか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② マイバックをいくつ持っていますか？ 

 

1 枚～5 枚  ４９ 

  

〈内訳〉 

１枚：１０、 ２枚：１２、 

３枚：１３、 ４枚：７、 

５枚（以上含む）：７ 

＊5 つ以上。リサイクル用のものを入れる、不要な紙類を入れるもの、買い

物用、など使い分けています。 

＊４つ（通勤バッグとプライベート用にそれぞれ２個） 

＊自分ではひとつだがたくさんはいらない 

＊3 枚（私個人：S サイズ 1 枚、M サイズ 1 枚、家族共用：M サイズ 1 枚） 

＊夫婦二人で５つ 

＊大小３つくらい いつも使うバッグは家に入れずに外干ししています 

＊通勤帰りに使う想定でビジネスバッグに折り畳みが 1 袋、通常の買い物

用 1 袋、控え 1 袋 

＊二つ。その他に、保冷バッグあり。 

1～5枚

6枚以上

４９

（６８％）

２２

（３１％）

回答なし １
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＊４枚。いろいろな場所に分散させて、携帯忘れを防止している。また、サ

ブバッグとしても使っている。 

 

6 枚以上    ２２ 

 

〈内訳〉 

６枚：２、 ８枚：１， 

１０枚（以上含む）：１４、

２０枚(以上含む)：２、 

たくさん：２ 

＊我が家で１１袋（冷蔵品バック 3 個、通常のもの８個） 

＊１０個以上 （各バックにそれぞれ入れておく） 

＊鞄に１、事務所の机に２、車に２、旅行鞄に２ほか、家内はもっと持ってい

る。マイバックの衛生面を心配する意見がありますが、振り返ると、自分も

マイバックを洗った記憶がありません・・・・・・ 

＊６枚以上（スーパーに買い出しに行くために４枚は車に置いてあり、２枚

は携帯用のたためるタイプを持参している。その他、様々な形のものを

TPO に合わせて持参している） 

＊10 個前後、常に使うのは 2.3 個です。 

＊常にカバンに入れて持参しているものが２枚、車に常備して買い物に使

用するものが４枚。家には１０枚以上あります。 

＊20 枚以上あるかと思う。それ自体がエコではないかも。 

＊マイバッグを集めすぎて子どもの文句を言われている。風呂敷なども使

っている。 

＊マイバックのプラスチックはいいのだろうか・・ 

＊10枚以上はある。現在は、これまでたまった買い物袋を順次使っている

ところ。5～10 回使ってから、ゴミ袋として廃棄。 

＊ヘビロテなのは５〜６枚。各バッグに入れている。レジ袋型が一番使い易

い（特に、青島都知事の時碑文谷ダイエーで配布していたもの） 

 

回答なし   １ 

＊いくつ持っているかより、そのマイバックの素材が化学繊維、プラだった

ら問題外そのバックを一つ作るのに５０枚以上もレジ袋が作れるプラスチ

ック量だったら、どう思いますか。 

 

 

 

【設問３．】買い物のスタイルが変わりましたか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変わりない

変わった

４６

（６４％）

２６

（３６％）



5 
 

③ 買い物のスタイルが変わりましたか？ 

 

 

 

 

 

 

 

変わりない 

    

４６ 

＊あまり変わりはないですが、買い物量が少なくなった。また、コロナ禍でテイク

アウトが増え、プラスチック容器も増えているのが気になっている 

＊特に大きな変化はありませんが、常にマイバックの持参、を忘れそうになる。 

＊買い物リストをつくる、家にあるものをチェックしてから買いに行く、など、だ

いたい以前と同じですが、コロナで外出自粛中には 3 日に 1 日にとどめていま

した。 

＊まだ変わるとこまではいっておりません。ただし、デパートで買い物をしたとき

に気づきましたが、これまで当たり前と思っていた紙袋も有料化している店があ

り、大きめのバックの持ち歩きも必要になると実感しました 

＊以前から予め妻と相談し必要なものをリストし購入している 

＊買い物の際、マイバックを持参することが習慣化されています。 

＊これまで無関心だった家族もマイバックを持って出かけるようになりました。 

 夫は「レジ袋にお金が掛かる」というところが大きく作用したようです（笑。 

＊特に変わらないが、過剰包装が以前より気になります。 

＊あまり変わっていないと思う。便利につかっているプラスチック包材の商品の

購入を減らすということはしていません。 

＊マイバックを持ち歩くようになった程度で、あまり変わっていない。 

＊未だに車に置き忘れ、あたふたと取りに行く始末です。 

＊変わっていませんが、買い物の度に袋の有用無用を聞かれて煩わしくなりまし

た。特にコンビニではレジの時間が長くなったように思います。 

＊あまり変わらない。むしろコロナ化で外食が減りプラスチックの利用が増えて

いる。 

＊自身の買い物スタイルは変わっていないが、世の中的にはレジ袋使用が通常

からマイバッグ利用が通常になりつつあり、よい方向だと思います。 

＊特に変わっていないが夫にもマイバッグを持たせることができるようになっ

た。 

＊個人的には変わっていません。ただ、レジ袋をゴミ袋にしていた方が多かった

という声があり、そのあたりの動きが気になります。 

＊タイルとしてはあまり変わらない。ただ、ついもらってしまう枚数は確実に減っ

た。 

 

 

 

 

 

変わった 

    

２６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊コロナ禍のこともあり回数が減りました。 

＊少し。スーパーでの買い物は以前からマイバック。コンビニもマイバックに変更 

＊マイバッグを持ち歩くようになった。（2 名） 

＊コロナ禍でもありメモをもとに手早く買い物をすます。曜日により家族で手分

けして買い物をする。どうしても袋が必要な時は紙バックをもらう。ネットで通販

も増えていると思います。 

＊新型コロナウイルス問題以来、もうすぐ後期高齢者の妻が外出を怖がるため、

僕が家を代表して一人買い物を実施。またスーパーの自宅届けサービスの利用

が増加 

＊とにかく紙であっても持ち帰り用の袋は辞退しています。 

＊スーパーのまとめ買いから直売へ 

＊曜と日曜にまとめ買い。野菜は地場野菜ではだか売りを購入。買い物はメモを

して、短時間に済ませる。コンビニに寄らなくなった。 

＊通勤用のカバンの中に、いつも以前買い物した際にもらったレジ袋を持ち歩

き、その袋を利用している 

＊家族にもマイバックを持つように声掛けするようになりました。コンビニで自
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変わった（続き） 

 

分で袋に入れるタイミングがつかめず、緊張します。 

＊水を大切にしたい 

＊デパートの大きくて丈夫な紙袋を利用 

＊少量の買い物時は積極的にレジ袋を辞退していたが、買い物量に関わらずエ

コバッグを完全に使用するようになった。レジ袋以外の点は、元々プラスチック

削減に対して意識が及んでいたため変わらない。コロナ禍により、テイクアウトや

デリバリーが増えてプラスチック容器の使用が増えていると思うが、罪悪感ある

ため利用しない。 

＊エコバッグの他に、保冷バッグ、保冷剤を持参することが増えた。 

＊エコバッグ利用は元々行っていたが、最近意識しているのは、スーパーで惣菜

などを備え付けの小さなビニール袋に入れずに持ち帰るようになったこと。 

＊自宅からの買い物時には必ずマイバックを持参するようになりました。 

＊小さなことですが、ストローや無料のプラスチックスプーンはもらわない、買わ

ないようにしています。 

＊どこの店に何があるのかだいたいわかってきたので、効率的な買い物をでき

るようになってきた 

＊この問題よりコロナで買い物が変わったのは確かです。まとめて買う、割と手

作りが増えるなど 

＊安易にプラスチック製品を買わなくなった。１００円ショップに行く回数が減っ

た。 

＊私は特に大きく変わってはいないが、夫が一人で買い物に行く時は必ずマイ

バックを持って行くようになった。 

＊商店毎にマイバックが必要になり複数持ち歩くようになった。 

 

 

 

 


