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１．レジ袋使用実態調査の目的 

 

  誰もが身近にできるエコとしてマイバッグ・マイバスケット（以下「マイバッ

グ」とする。）の持参に着目し、レジ袋削減の取り組みを行う上で、消費者の買い

物行動の実態を把握するために実施。 

   

２．実施期間 

 

  平成２５年６月から１２月 

 

３．実施主体 

 

  群馬県及び消費者（環境）団体 

 

４．調査方法及び内容 

 

（１） 一般消費者調査（アンケート詳細版）： 

消費者（環境）団体の協力により実施。 

各団体の会員・構成員から知人・友人・近隣住民など環境に意識の高い方

以外の方を対象に平成２５年６月から１２月に実施。 

個別に調査票に記載し、各団体の支部や代表者から群馬県環境にやさしい

買い物スタイル普及促進協議会事務局へ調査票を回収した。 

  

（２） 店頭調査（アンケート簡易版）： 

消費者（環境）団体の会員により、群馬県環境にやさしい買い物スタイル

普及促進協議会協力店舗（以下「協議会協力店舗」という）において平成

２５年５月から１１月に実施。 

 

（３）目視による店頭マイバッグ持参率調査 

消費者（環境）団体の会員により、協議会協力店舗で実施。 

レジ通過者の買い物状況を目視で区分し調査を平成２５年１０月に実施し

た。 

 

 ５．アンケート調査の内容 

 

（１）一般消費者調査（アンケート詳細版） 

①性別②年齢層③居住地域④スーパーマーケットへ行く頻度④マイバッグ

を持参するか。⑤マイバッグを持参する・持参しない理由⑥レジ袋辞退時

の特典の認知⑦レジ袋を辞退したときの特典の希望⑧レジ袋をもらったと

きの使用方法⑨レジ袋有料化の意見賛否⑩レジ袋削減のアイディア、その
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他意見など 

 

（２） 店頭調査（アンケート簡易版） 

アンケート詳細版の①から⑤までの同内容。 

①性別②年齢層③居住地域④スーパーマーケットへ行く頻度④マイバッグ

を持参するか。⑤マイバッグを持参する・持参しない理由 

 

６．アンケート調査の概要 

 

（１） 調査結果について 

 

【マイバッグ持参率及び調査件数】 

区 分 総 合 女 性 男 性 調査件数 

一般消費者(詳細版) ６２％ ６４％ ３５％ 2,988 

店頭(簡易版アンケート) ６１％ ６７％ ３８％ 1,082 

店頭目視調査 ３４％ － － 1,511 

 

 

【回答の内訳】 

 

ア．一般消費者調査(詳細版アンケート) 

 

  ①性別 

女性 男性 未回答 合計 

2,696 264 32 2,992 

②年齢層 

20歳未満 20歳～30歳 40歳～50歳 60歳以上 未回答 合計 

18 298 814 1,778 84 2,992 

③居住地域（５地域） 

中部 西部 吾妻 利根沼田 東部 その他 合計 

800 1,192 276 219 433 68 2,988 

     ④スーパーマーケットへ行く頻度 

ほぼ毎日 週３回 週１回 月１回 その他 合計 

444 1,239 1,078 141 90 2,992 

  ⑤－１マイバッグを持参する理由（重複回答あり）   

得点付与 ごみ減量 

温暖化防止 

持ち運び

が楽 

レジ袋は中

身が見える 

レジ袋が

有料の店

へ行く 

合計 

881 1,080 652 40 101 2,754 
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⑤－2 マイバッグを持参しない理由（重複回答あり） 

 

レジ袋が無料で

もらえる 

マイバッグは面

倒 

マイバッグでは買い

物が入りきらない 

合計 

410 427 265 1,135 

 

⑥レジ袋辞退の際の特典の認識 

マイバッグ持参 マイバッグを持参しない 
合計 

知っている 知らない 知っている 知らない 

1,609 181 889 223 2,902 

 

⑦レジ袋を辞退したときの特典希望 

 

キャッシュバック ポイント付与 スタンプカード 合 計 

2,010 580 248 2,838 

 

⑧レジ袋をもらったときの使用方法 

 

ゴミ入れ・ 

ゴミ出し 

次の買い物

で再利用 

捨てる もらわない 
合 計 

2,567 369 62 146 3,144 

 

⑨レジ袋有料化への意見賛否 

 

 

 

 

 

 

  ⑩レジ袋削減のアイディア、その他意見など 

 

ア マイバッグ利用方法についての意見 

 

・マイバスケットを利用すれば店員が商品の詰め替えをしてくれるので、消

費者として楽なことに加え、きちんと重いものから下に詰めてくれ、自分の

買い物時間も短縮できる。 

・マイバッグを持って行く人は、良い人と万引きしたい人にわかれるので、

レジ袋は必要。 

・直接食べるお弁当等はマイバッグでは衛生面が不安。 

マイバッグ持参 マイバッグ持参しない 
合 計 

賛成 反対 わからない 賛成 反対 わからない 

1,316 217 263 528 295 299 2,918 



- 4 - 

 

・生鮮食品は汁がたれるのでマイバッグは使いづらい。 

 

イ 事業者への意見について 

・常にレジの方に、レジ袋がいるか、いらないか聞いてほしい。 

・レジ袋が無料では、つい甘えてしまいゴミの減量にならない。 

・レジ係の人がサービス？のつもりで多くレジ袋をくれているように思いま

す。 

・レジ袋有料の店では 70％以上の人がマイバッグを持ってきます。 

やはり有料が良いと思う。 

・スタンプをためて何か（例えばゴミ袋など）と交換できると良い。 

その店でしか使えない買い物バッグ・バスケットにされると不便。 

・初めてマイバッグを使ったときにレジの対応が悪くて嫌になった。 

・最近レジ袋が薄くなって、すぐ破れてしまう。破れれば、捨てるだけにな

ってしまうので、ある程度の強度は必要。 

・削減に関しては賛成だけど、ついでに寄った時などはないと不便だし、有

料だとその店は避けると思います。 

・有料にしてもよろしいと思います。一枚５円位はＯＫだと思います。 

・もらった袋は、ほぼ他の事に利用しているので今のままがありがたいです。 

・車に乗れない私としては、袋を頂けるのはとてもありがたい。 

・大きなスーパーでしか削減が行われていないようなので、商店街などでも

実施していただけるといいと思います。 

 

   ウ 行政への意見について 

 ・レジ袋を渡さない日を年に何回か日本中で実施する。 

・ゴミ処理にはお金がかかるのが当たり前だという認識を広めるべき。 

・本来であれば、消費者の意識を高めるべき。平気でゴミにしたりしてはい

けない。小さい頃から教育するしかないのでしょうか。 

・レジ袋の削減が地球温暖化防止になるとは思えない。リサイクルに力をい

れた方が良い。 

・レジ袋もゴミ出しに使えるようにして、有料とすると更に無駄がないと思

う。 

 

エ その他の意見について 

・コンビニなども何か特典があると、もっと良いと思う。 

・今行っている事が皆に伝わり、続けていく事が大事だと思います。 

・マイバッグを持ち歩かない理由は、面倒というより忘れてしまう。 

・レジ袋の有料化にしたとしても、温暖化防止にはならない。 

レジ袋をどうするのかが問題だと思う。 

・レジ袋を配らないことを基本にする。配る場合は企業負担にする。消費者

負担は道理がないと思う。 
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イ． 店頭調査（アンケート簡易版） 

 

【回答の内訳】 

 

  ①性別 

女性 男性 未回答 合計 

815 212 55 1,082 

②年齢層 

20歳未満 20歳～30歳 40歳～50歳 60歳以上 未回答 合計 

7 180 348 508 39 1,082 

③居住地域（５地域） 

中部 西部 吾妻 利根沼田 東部 その他 合計 

83 654 116 85 70 74 1,082 

    ④スーパーマーケットへ行く頻度 

ほぼ毎日 週３回 週１回 月１回 その他 合計 

229 519 242 40 52 1,082 

 

  ⑤－１マイバッグを持参する理由（重複回答あり） 

   

得点付与 ごみ減量 

温暖化防止 

持ち運び

が楽 

レジ袋は中

身が見える 

レジ袋が

有料の店

へ行く 

合計 

397 223 15 24 20 679 

 

⑤－2 マイバッグを持参しない理由（重複回答あり） 

 

レジ袋が無料で

もらえる 

マイバッグは面

倒 

マイバッグでは買い

物が入りきらない 

合計 

191 152 58 401 

 

 ７．まとめ 

一般消費者調査(詳細版アンケート)でのマイバッグ持参率は 61％であった。 

年齢・性別などに分類し調査したところ、その中で特徴的なものは、40

歳から 50歳台の女性ではキャッシュバッグやポイント付与などの理由でマ

イバッグ持参率が 66％と高く、さらに年齢の高い 60歳以上の女性も同様に

高い持参率が 63%と高い結果であったが、その理由はキャッシュバッグなど

のインセンティブよりもごみ減量などの環境によいという理由が多いこと

がわかった。 



- 6 - 

 

これと比較して、若い世代や男性の消費者では辞退率が 30％台と低く、環境

への影響よりもレジ袋が無料でもらえるという理由により持参率が低かった。 

 

その他、レジ袋を利用するインセンティブは、どの世代・性別問わずポ

イント付与・スタンプカードよりもキャッシュバッグが利用しやすく、マ

イバッグを利用する理由として、ごみ減量以外に買い物の中身が見えてし

まうのを嫌がる消費者もいることがわかった。 

また、マイバッグを持参してレジ袋を辞退する人はレジ袋の有料化に

73％の人が賛成、マイバッグを持参しない人でもレジ袋の有料化に 47％の

人が賛成している。 

全体としては 2,982人中、1,844人（62％）の人がレジ袋の有料化に賛成

している結果となった。 

なお、店頭における目視持参率調査では約 34％が平均であり、今回の調

査結果での持参率と比較すると約２分の１であるが、これはマイバッグを

持参する人がアンケートに協力的であったことも影響していると考えられ

る。 

 

 ８．今後の方向性 

    これまで、マイバッグキャンペーンなどを行い、事業者の方でも更に効果

的な方法としてレジ袋辞退者にキャッシュバックやポイント付与などのイ

ンセンティブを与えて、レジ袋削減を推進しているが、目視調査による辞退

率は 34％であった。 

    消費者にとってのインセンティブが既にある中で、更にレジ袋の辞退率を

向上するために、今年度（平成２５年度）からスタートした群馬県環境にや

さしい買い物スタイル普及促進協議会では、消費者（環境）団体、事業者、

行政が協働して取組を行っている。 

これからもこの三者が協働して、県民運動として店頭啓発などの様々な取

組を継続して実施し、レジ袋の有料化を含めたレジ袋削減の機運を醸成して

いく必要がある。 

また、店頭でのアンケートにおいては、マイバッグを「今日は忘れた」「車

にはある」などの声を聞くことが多く、日常では思いつきで買い物をする

こともあるので、普段から持ち歩く習慣をつけることがまずは必要という

ことがわかった。 
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９．協議会の取り組みや調査に協力頂いた団体など（五十音順） 

 

◇消費者（環境）団体など 
 

群馬県環境アドバイザー連絡協議会 

群馬県くらしの会連絡協議会 

群馬県消費者団体連絡会 

群馬県生活学校運動推進協議会 

群馬県生活協同組合連合会 

群馬県生活研究グループ連絡協議会 

群馬県地域婦人団体連合会 

群馬県地球温暖化防止活動推進センター 

財団法人群馬銀行環境財団 

 

   ◇事業者 
 

イオンリテール株式会社 

株式会社イトーヨーカ堂 

株式会社エーコープ関東 

株式会社カスミ 

群馬県庁生協 

生活協同組合コープぐんま 

株式会社とりせん 

株式会社フジタコーポレーション 

株式会社フレッセイ 

株式会社ベイシア 

株式会社ベルク 

株式会社ヤオコー 

ユニー株式会社  

株式会社ヨークマート 

 

   ◇自治体 

    群馬県及び群馬県内全３５市町村 

 

   ◇その他団体 

    新田環境みらいの会 

    利根沼田明るい社会づくりの会 


