
水切りおよび生ごみ減量方法のアイデア応募状況一覧表

該当
ページ

アイデア種別

1 ①水切りアイデア 岡田 在住 田中 様

2 ①水切りアイデア 目吹 在住 瀬谷 様

3 ①水切りアイデア 山崎 在住 出井 様

4 ①水切りアイデア 山崎 在住  様

5 ①水切りアイデア 山崎 在住  様

6 ①水切りアイデア 春日町 在住 鍋倉 様

7 ①水切りアイデア 中野台 在住 長谷川 様

8 ①水切りアイデア 岩名二丁目 在住 上田 様

9 ①水切りアイデア 下三ヶ尾 在住 秋葉 様

10 ①水切りアイデア 山崎 在住 佐伯 様

11 ①水切りアイデア 堤台 在住 鈴木 様

12 ①水切りアイデア 堤台 在住 鈴木 様

13 ①水切りアイデア 木間ケ瀬 在住 小野塚 様

14 ①水切りアイデア 木野崎 在住 青山 様

15 ①水切りアイデア 山崎 在住 石川 様

16 ①水切りアイデア 関宿台町 在住 中村 様

17 ①水切りアイデア 三ツ堀 在住 郡司 様

18 ①水切りアイデア 中根 在住 坂 様

19 ①水切りアイデア みずき二丁目 在住 今平 様

21 ①水切りアイデア 七光台 在住 西村 様

22 ①水切りアイデア 清水 在住 髙橋 様

23 ①水切りアイデア 岩名一丁目 在住 山本 様

24 ①水切りアイデア 桜木 在住 今井 様

25 ①水切りアイデア 中野台鹿島町 在住 遠藤 様

26 ①水切りアイデア みずき二丁目 在住 佐伯 様

27 ①水切りアイデア 堤台 在住 岩元 様

28 ①水切りアイデア 三ツ堀 在住 名和 様

29 ①水切りアイデア 岩名一丁目 在住 豊澤 様

30 ①水切りアイデア 岩名一丁目 在住 笹木 様

32 ①水切りアイデア 尾崎 在住 鈴木 様

33 ①水切りアイデア 岩名一丁目 在住 宮崎 様

34 ①水切りアイデア 谷津 在住 野呂 様

35 ②生ごみ処理容器の活用 岩名一丁目 在住 田口 様

36 ②生ごみ処理容器の活用 山崎 在住 仲島 様

１ 応募期間 平成27年７月１日（水）から９月１日（火）まで

２ 応募件数 56件（内訳人数：大人48人、学生１人）

３ 応募内容区分 ①水切りアイデア
②生ごみ処理容器の活用
③食生活の改善や調理方法について
④その他
に関することについての４分類に分けました。

応募者
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37 ②生ごみ処理容器の活用 堤台 在住 鈴木 様

38 ②生ごみ処理容器の活用 岩名一丁目 在住 百瀬 様

39 ②生ごみ処理容器の活用 山崎 在住 片岡 様

40 ②生ごみ処理容器の活用 尾崎 在住 清水 様

41 ②生ごみ処理容器の活用 尾崎 在住 新島 様

42 ②生ごみ処理容器の活用 尾崎 在住 齋藤 様

43 ③食生活の改善や調理方法について 柏寺 在住 伊堂寺 様

44 ③食生活の改善や調理方法について 山崎 在住 古矢 様

45 ③食生活の改善や調理方法について 岡田 在住 佐々木 様

46 ③食生活の改善や調理方法について みずき二丁目 在住 今平 様

47 ③食生活の改善や調理方法について 清水 在住 中島 様

48 ④その他 岩名一丁目 在住 瀧川 様

49 ④その他 目吹 在住 瀬谷 様

50 ④その他 宮崎 在住 竹内 様

51 ④その他 目吹 在住 高木 様

52 ④その他 東京都練馬区 在住 不明

53 ④その他 木野崎 在住 橋本 様

54 ④その他 木野崎 在住 橋本 様

55 ④その他 みずき二丁目 在住 今平 様

56 ④その他 堤台 在住 松島 様

59 ④その他 宮崎 在住 堀江 様

62 ④その他 野田 在住 西村 様
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