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    調査結果の概要�

1． 紙おむつの使用実態�

　乳幼児用、大人用紙おむつ使用者の使用実態と、
使用後の処理方法を聞きました。�
①「紙おむつだけを使用」は乳幼児用が66％、大
人用では92％でした。これに「主に紙おむつを
使用」と回答した人を加えると、乳幼児用が
86％、大人用は98％に達し、ほとんどの人が紙
おむつを使用していることが分かりました。�

②紙おむつを使い始めたきっかけは、乳幼児用
のトップが「出産前から紙おむつと考えていた」

の36％、「出産時に病院で使っていたから」が2
位で27％でした。大人用のトップは「紙おむつ
しか考えていなかった」で38％。次いで「入院
時に病院で使っていたから」の28％でした。�

③使用後の紙おむつの処理マナーで、86％の乳
幼児用ユーザーはきちんと処理できていました。
しかし、大人用ユーザーできちんとできていた
人は36％、及第点が19％でした。その他の人
は便をつけたまま出すなど改善が必要でした。�
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紙おむつの意識調査�紙おむつの意識調査�

調査概要�
《調査対象》　紙おむつの使用経験の有無、育児・介護別など下記に示す対象に実施。�
　　　　　　　大人用紙おむつ使用者の調査対象は、各社のモニターを対象に実施。�
　　　　　　　〈対象と回答数〉①乳幼児用紙おむつの使用者（使用経験者を含む）56名�
　　　　　　　　　　　　　　　②大人用紙おむつの使用者または介護人47名�
　　　　　　　　　　　　　　　③紙おむつ未経験者52名�
《調査期間》　2003年12月10日～2004年1月31日�
《調査方法》　郵送による自己記入式�

　育児・介護の必需品と言われる紙おむつも、家庭から排出されるごみの資源化・分別収集が進み、可

燃ごみの量が減少していく中で、紙おむつがごみ全体に占める割合は相対的に増加する傾向にあります。�

　一般消費者は使用済み紙おむつのごみが増加にすることを、育児・介護の必需品だからと便利さを

優先すると考えているのでしょうか。�

　日衛連では、現在紙おむつを使用している人、介護をしている人、全く紙おむつに関係のない人など、

さまざまな立場の方に、紙おむつの有用性とごみの増加に対する考え方、紙おむつのリサイクルなど

についてアンケート調査を実施しました。�
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　紙おむつが今ほど普及していない時期に子供
を育て、介護の経験もないという紙おむつ未経
験者に「紙おむつ」をどう考えているかを聞い
てみました。�
①乳幼児用紙おむつを「使用してもよい」は77
％で、その理由のトップは「便利なものを使
うのは悪いとは思わない」の41％、2位は「働
いているお母さんにはありがたい存在」の21
％でした。�

②大人用では「使用してもよい」が96％と高く、
その理由のトップは「省力化できるものは積
極的に取り入れる」でした。�

③自分たちがおむつが必要になった場合「何を
使いますか」の問いには、「紙おむつ」と回答
した人が71％に達し、“介護は紙おむつ”が、
紙おむつ未経験者にも定着していることが分
かりました。�

�

2．紙おむつ未経験者は「紙おむつ」をどう見ているか�

　育児や介護に「紙おむつ」はどんな存在なの
でしょうか。また、気になるのはどんなところ
でしょうか。�
①乳幼児用ユーザーにとっての紙おむつとは「洗
濯の手間が要らず便利」がトップで68％、次
いで「長時間快適で育児には不可欠」が16％
でした。�

②大人用では「紙おむつ以外は考えたことはない」
がトップで43％、次いで「長時間つけられ、介
護には不可欠」の40％でした。�

③紙おむつを使っていて気になることのトップは、
乳幼児（38％）、大人用（53％）共に｢ごみの
量が増えること｣でした。�

④ごみに出す場合の気持ちは、乳幼児用ユーザ
ーの52％、大人用ユーザーの60％が「ごみが
増えるが、便利さを優先」と回答しており、
２位は両者と「もきちんと処理しているので
気にならない」で、乳幼児用ユーザー23％、
大人用ユーザー30％でした。�

3．紙おむつの有用性とごみの増加�

　使用後の紙おむつは、現在そのほとんどが家
庭ごみ（一般廃棄物）として焼却処理を行って
いますが、一部にはリサイクルをという声もあ
ります。そこで、紙おむつ使用者と未経験者に「紙
おむつのリサイクル」をどう考えるかについて
聞いてみました。�
①「リサイクル」支持派は乳幼児用30％、大人用
28％でした。「リサイクル」に反対する人は乳

幼児用、大人用共に70％。その理由は「衛生
的な観点から焼却処理が望ましい」（乳幼児57
％、大人用17％）、「し尿がついているので再
利用したくない」（乳幼児13％、大人用53％）
でした。�

②紙おむつ未経験者の場合は「リサイクル」支
持派が57％と、反対派の43％を上回っていま
した。�

�

4．紙おむつのリサイクル�



出産前から紙おむつと考えていた�

出産時に病院で使っていたから�

雑誌やCMで見て使ってみたかった�

親・友人・夫などに薦められたから�

産休後、仕事を再開したから�

病院で薦められたから�

保育園で薦められたから�

その他�

紙おむつしか考えていなかった�

入院時に病院で使っていたから�

友人などに薦められて�

医者に薦められて�

自治体から支給されたから�

ケアセンターで薦められて�
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紙おむつの使用実態�

調査結果�

　紙おむつの使用実態を、乳幼児用紙おむつに
ついてはお母さんに、大人用紙おむつは、介護
をしている人または使用者本人に聞きました。�
　乳幼児に「紙おむつだけを使用」しているお母
さんは66％で、「主に紙おむつ」
20％を加えると、86％に達してい
ます。�
　紙おむつと布おむつの併用者は
9％で、その理由として「保育園で
は布おむつ、家庭では紙おむつ」
という人もいました。�
　介護などで使う大人用の場合は、
「紙おむつだけを使用」が92％、「主
に紙おむつ」が6％で、実に98％が

紙おむつユーザーといえます。また、「布おむつ、
紙おむつ半々」と回答した人の理由として「デイ
ケアセンターでは布製トレーニングパンツ、家
庭では紙おむつ」と回答した人もいました。�

乳幼児用は86％が、大人用は98％が「紙おむつ」�

　では、何がきっかけで紙おむつ
を使い始めたのでしょうか。�
　乳幼児用で一番多かったのは「出
産前から紙おむつ」と考えていた
人で36％、次いで「出産時に病院
で使っていたから」の27％でした。
その他の意見としては「紙おむつ
は漏れない」、「赤ちゃんがアトピ
ーになったので紙おむつに代えた」、
「価格が安くなったから」などが
あげられています。�
　大人用紙おむつの場合は、「紙お
むつしか考えていなかった」が最
も多く38％、「入院時に病院で使っ
ていたから」が二番目で28％でした。
13％の人は「友人などに薦められ
て」使い始めています。その他で
は、「薬局で相談したら進めらた」、
「広告で見た」、「就寝時に漏らす
ようになったから」などでした。�

紙おむつを使い始めた「きっかけ」�

乳幼児用おむつの使用状況（％）�

紙おむつだけを使用� 主に紙おむつ� 主に布おむつ�
紙・布が半々�

大人用おむつの使用状況（％）�

乳幼児用紙おむつを使い始めたきっかけ（％）�

大人用おむつを使い始めたきっかけ（％）�

紙おむつだけを使用� 主に紙おむつ�
紙・布が半々�

66.1 19.6 8.9 5.4
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0.0
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26.8
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　紙おむつを使った後、どのよ
うにしてごみに出しているか、
処理マナーを聞きました。�
　乳幼児用紙おむつを使ってい
るお母さんの86％は、「トイレに
便を流して、内側に丸めてごみ
袋に入れる」というマナーをきち
んと守っていますが、14％のお
母さんは「便をつけたまま」ごみ
に出していることが分かりました。�
　大人用できちんとマナーを守
っているのは36％で、及第点の
19％を加えても全体の約半数、
56％に過ぎませんでした。残り
は「便をつけたまま」と回答して
おり、9％の人は「取り外したま
まの状態でごみ袋へ」と回答して
います。�

使用済み紙おむつの処理マナー�

乳幼児用紙おむつ使用者のごみの出し方（％）�

トイレに便を流し、内側に丸めごみ袋へ� �
便はそのままだが、�
内側に丸めごみ袋へ�

　自治体のごみ収集現場では、収集車に積むと
きにパッカーによってごみ袋が押しつぶされ、
破裂して収集作業者に汚物がはねかかるケース
もまれにあります。ごみに出した後のことまで
も考え、適切な処理マナーを守ることが求めら
れています。�
　日衛連では従来から、紙おむつのパッケージ

に「使用後の処理マナー」を絵表示で示すなど
の啓発を行ってきています。しかし、今回の調
査結果を踏まえ、特に大人用紙おむつのパッケ
ージに記載する処理マナー表示を、使用者によ
り分かりやすく、目立つような表示への改善が
必要と考えています。�

「処理マナー表示」より目立つよう改善へ�

85.7 14.3

大人用紙おむつ使用者のごみの出し方（％）�

トイレに便を流し、�
内側に丸めテープで�
止めてごみ袋へ�

トイレに便を�
流し、内側に�
丸めごみ袋へ�

便はそのまま�
だが、内側に�
丸めごみ袋へ�

�取り外した状態の�
ままごみ袋へ�

19.1 23.4 8.536.2 12.8

その他�



便利なものを使うのは悪いとは思わない�

働いているお母さんにはありがたい存在�

洗濯．干すなどの手間がないのは助かる�

自分の子育て時代にあれば良かったと思う�

赤ちゃんの肌がさらさらしていて良いと思う�

その他�

おむつ離れの遅れが心配�

紙おむつは森林資源の無駄遣い�

省力化できるものは積極的に取り入れる�

漏れが少なく介護が楽になる�

便利なものを使うのは悪いとは思わない�

使用者の肌がさらさらとして良いと思う�

紙おむつ�

考えたことがない�

分からない�

布・紙の両方を使い分け�

その他�

布おむつ＋オムツカバー�
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紙おむつ未経験者は「紙おむつ」をどう見ている？�

　紙おむつ未経験者は、乳幼児用
紙おむつの使用について「使用し
ても良い」と考えている人は77％
で、「どちらとも言えない」は14％
でした。その理由としては「便利
なものを使うのは悪いとは思わな
い」が41％でトップ、「働いている
お母さんにはありがたい存在」（21
％）、「洗濯・干すなどの手間がな
いのは助かる」（15％）が続きます。�
　「使わない方がよい」と考えて
いる人は9％と少数派、その理由
は「おむつ離れの遅れが心配」、
「紙おむつは森林資源の無駄遣い」
でした。�
�
　介護で紙おむつを使うことに対
しては96％の人が「使用してもよ
い」と回答し、育児の場合の77％
を大きく上回っています。また、
「使わない方が良いという」回答は
ゼロでした。�
　「使ってもよい」という理由は、
62％の人が「省力化できるものは
積極的に取り入れる」と考えてお
り、「漏れがなく介護が楽になる」
は24％でした。全体的に、紙おむ
つ未経験者も紙おむつを育児、介
護に「必要なもの」として認めて
いることが分かりました。�
　今後、自分が経験するであろう
介護への紙おむつ使用にも、「お
むつが必要になったら紙おむつを
使う」が71％に達し、“介護は紙
おむつ”が定着していることが分
かりました。�

「紙おむつを使用しても良い」、乳幼児用は77％、大人用は96％�

育児での紙おむつ使用の是非（％）�

育児で「紙おむつを使っても良い」という理由（％）�

使用しても良い� どちらともいえない�
使わない方が良い�
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おむつが必要になったら使うもの（％）�
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紙おむつが現在のように普及する前に子育てを終え、介護経験もないことから、今まで紙おむつをまっ�

たく経験していない人たちは「紙おむつ」をどのように見ているのでしょうか。�



洗濯の手間が要らず便利�

長時間快適で育児には不可欠�

紙おむつ以外は考えたことがない�

深く考えたことはない�

布おむつ・紙おむつどちらでもよい�

その他�
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紙おむつの有用性�

　幼児用ユーザーにとっての紙お
むつは「洗濯の手間が要らず便利
なもの」と考えている人が68％で
トップでした。また、「長時間快
適で育児には不可欠」と考えてい
る人は16％で、両者を合わせると
84％に達します。�
　大人用ユーザーにとって紙おむ
つとは「紙おむつ以外は考えたこ
とがない」（43％）存在であり、「長
時間つけられ介護には不可欠」（40
％）なものと評価しています。�
　紙おむつは、育児･介護の必需
品となっていることがうかがえま
す。�

使用者にとっての紙おむつとは　�

乳幼児用紙おむつ使用者（％）�

67.9

16.1

7.1

3.6

1.8

3.6

大人用紙おむつ使用者（％）�

40.4

10.6

4.3

2.1

42.6

紙おむつとごみの増加�

　乳幼児用紙おむつ使用者、大人
用紙おむつ使用者共に「ごみの量
が増えること」をトップにあげて
おり、乳幼児用では38％、大人用
では53％に達しています。2位も「特
にない」で共通しています。�
　乳幼児用では「おむつ離れが遅
れないか」が3位で13％、大人用
では「つけている人が快適かどう
か」が4位で11％。被使用に対す
る配慮が伺えます。�

紙おむつを使っていて気になること　�

乳幼児用紙おむつ使用者（％）�
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12.5

10.7

7.1

1.8

3.6

大人用紙おむつ使用者（％）�
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12.8
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6.4

2.1

53.2



ごみは増えるが、便利さを優先�

きちんと包んで捨てるので気にならない�

特に深く考えたことはない�

使い捨てはもったいない気がする�

その他�
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きちんと包んで捨てるので気にならない�

特に深く考えたことはない�

使い捨てはもったいない気がする�

その他�
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　紙おむつが育児･介護には「不
可欠」であるとしている反面で、
「ごみが増えること」は気になっ
ているユーザー。では、どちらを
優先させるのでしょうか。�
　育児中のお母さんの52％、大人
用ユーザーの60％が「便利さを優
先」するとしています。また「き
ちんと包んで捨てるので気になら
ない」は乳幼児用で23％、大人用
では30％でした。�
　「使い捨てはもったいない気が
する」とした人は乳幼児用9％、大
人用で4％と少数派です。�
　「深く考えたことはない」を加え、
紙おむつ使用者の大多数（幼児用
86％、大人用94％）は、紙おむつ
は必需品であり、ごみが増えるこ
とよりも便利さを優先したい､と
考えていました。�

ごみ増加より便利さを優先�

乳幼児用紙おむつ使用者（％）�

51.8�

�23.2

10.7

8.9

5.4

大人用紙おむつ使用者（％）�

29.8

4.3

4.3

2.1

59.6
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紙おむつのリサイクルをどう考える�

　循環型社会の構築が着々と進め
られていく中で、紙おむつのリサ
イクルについてもさまざまな意見
が出ています。�
　しかし、実際に毎日紙おむつを
使っているユーザーは、乳幼児用
の57％、大人用の17％が「衛生的
な観点から焼却処理が望ましい」
と考えています。また、「し尿が
ついているので再利用したくない」
という声は、乳幼児用で13％、大
人用では53％に達しています。両
者を合わせると紙おむつユーザー
の70％はリサイクルに否定的な考
えであることが分かりました。�
　「紙おむつを分解して原料とし
て再生利用」（乳幼児用ユーザー29
％、大人用ユーザー4.3％）や「再
生処理して紙おむつとして再生利
用すべき」（乳幼児用ユーザー2％、
大人用ユーザー23％）と考えてい
る人は少数派でした。�

乳幼児用・大人用共に70％が紙おむつのリサイクルに否定的�

衛生的な観点から焼却処理が望ましい�

紙おむつを分解して原料として再生利用�

し尿がついているので再利用したくない�

再生処理して紙おむつとして再生利用すべき�

その他�

乳幼児用紙おむつ使用者（％）�

57.1

28.6

12.5

1.8

0.0

し尿がついているので再利用したくない�

再生処理して紙おむつとして再生利用すべき�

衛生的な観点から焼却処理が望ましい�

紙おむつを分解して原料として再生利用�

その他�

大人用紙おむつ使用者（％）�

23.4

17.0

4.3

2.1

53.2

紙おむつを分解して原料として再生利用�

衛生的な観点から焼却処理が望ましい�

再生処理して紙おむつとして再生利用すべき�

し尿がついているので再利用したくない�

その他�

紙おむつ未経験者（％）�

36.4

13.6

6.8

0.0

43.2

　紙おむつ使用の未経験者の場合は「衛生的な
観点から焼却処理が望ましい」（36％）と、「し尿
がついているので再利用したくない」（7％）を合
わせると再利用に否定的な人は43％で、「紙おむつ

を分解して原料として再生利用」（43％）や「再生
処理して紙おむつとして再生利用すべき」（14％）
と考えている人が過半数を超えていました。�
�

紙おむつ未経験者はリサイクル派が57％�
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紙おむつ・ライナー生産数量（日衛連調べ）�
〈単位：トン、千枚〉�

＊枚数については、平成２年４月から発表　　＊大人用３分類別表示は、平成５年１月から発表　　＊大人用４分類表示、乳幼児用２分類表示は、平成10年１月から発表　　�

■寝たきりの人のおむつ代は、確定申告すると医療費控除が受けられます■�

昭和63年１月からおむつ（寝たきり用）は、医療費控除の対象になっています。控除を受けるため�
には、①医師の発行する「おむつ使用証明書」②使用者の名前とおむつ代であると明記した「領収�
書」が必要です。詳しくは病院・医院、または税務署、市区町村役場にお問い合わせください。�
� �
�

紙おむつ・生理用品・衛生材料に関するご質問ご意見お問い合わせは下記へ�

〒171- 0033　東京都豊島区高田３-36 -12�
電話  03- 3971- 0452   FAX. 03 - 3983 - 3403

�

紙おむつ・ライナー生産数量（日衛連調べ）�

社団法人　日本衛生材料工業連合会�

9 日衛連  紙おむつNews.47
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