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【 は じ め に 】 

 

平成元年から国庫補助事業として多くの自治体で建設されてきたリサイクルプラザは、行

政が市民に対してごみ減量・リサイクルに関する普及啓発を行う場として貴重な役割を果た

してきた。しかし、制度開始以来すでに約 30 年を経過し利用者の固定化、活動のマンネリ

化が見られると共に、近年の社会的なリサイクルニーズの低下傾向も相まって活動の停滞も

指摘されている。 

当ＮＰＯ法人では、このようなリサイクルプラザや環境学習センターが、3R とりわけ 2R

を進めていくために必要不可欠な施設であるとの認識のもと、平成 27 年度地球環境基金助

成事業として「リサイクルプラザ活性化ネットワーク事業」を実施し、さらに平成 28 年度

から 3か年の予定で「2R推進を目的としたリサイクルプラザ強化事業」を実施している。 

平成 28 年度には、「2R 推進を目的としたリサイクルプラザ強化事業」の初年度事業とし

て、佐賀市エコプラザで研修会を開催すると共に、福岡県うきは市・福岡市・佐賀市を対象

とした市民意識調査を実施した。 

本報告は、全国のリサイクルプラザあるいは環境学習センターで活動している行政・NPO

等の運営団体・市民の参考に資することを目的として、平成 28年度事業の結果と、平成 27

年度から福岡県うきは市で実施しているモデル事業の中間結果を情報誌としてまとめたもの

である。 

なお、本事業は以下の検討委員の助言・指導のもとで実施している。 

 

＜リサイクルプラザ等活性化検討委員会構成＞ 

浅 利 美 鈴 京都大学大学院地球環境学堂准教授 

大 渡 俊 典 日本環境衛生センター環境工学部技師 

釜 井 孝 夫 宇都宮市環境学習センター長 

土 屋 正 春 千里リサイクルプラザ研究所所長 

花 嶋 温 子 大阪産業大学講師 

八 木 美 雄 前廃棄物・３R研究財団専務理事 

山 本 耕 平 ダイナックス都市環境研究所所長 

土橋正二郎 元日本環境衛生センター理事 

大 澤 正 明 元日本環境衛生センター理事 
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第一章 

リサイクルプラザの今とこれから 

（結果の要約） 

 

  研修会「リサイクルプラザ・環境学習センター活性化プログラム」（佐賀市エコプラザ）の

結果、アンケート調査結果、モデルプロジェクトの結果から、リサイクルプラザにかかる課

題と今後の方向に関する議論の要点を以下にまとめる。 

 

１．リサイクルプラザの役割 

（１）貢献できたこと 

 

 

 

 

 分別数は、図表 1-1に見るように平成 10年以降大きく変わっている。平成 10年では 3～

5種類が一般的であったが、その 4

年後の平成 14年では 40%強の自

治体が、平成 26年度では約 70%

の自治体が 11 種類以上になって

いる。このような多種分別収集は、

集積所における住民自身による分

別指導が必要になる場合もあり、

排出者の分別収集に対する意識の

高揚が不可欠であり、住民の意識

の高揚を目的としたリサイクルプ

ラザの役割に負うところが大きか

ったものと評価することができるだろう。 

ごみ総排出量は、図表 1-2 に見るように、平成 12 年をピークに減少し、平成 26 年で約

81%まで減少している（H26/H12＝4,432千トン/5,483千トン）。また、図にはないが、市

町村の処理体系にとって命綱とでもいえる焼却施設処理量についても 83%まで減少してい
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図表 1-1 分別数の推移 
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る（H26/H12＝34,859 トン/42,149 トン）。さらに、リサイクル率は、図表 1-3 に示した

ように、増加し続け平成 18年で約 20%に達している。これらのことは市町村のごみ処理事

業にある程度の余裕をもたらしたものと考えられる。 
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図表 1-2 ごみ総排出量の推移 

 

図表 1-3 資源化率の推移 
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 一方、このように分別収集によってリサイクルを促進しごみ排出量が削減されたことによ

って、市町村の廃棄物処理事業にとって基幹施設ともいえる焼却施設に対する負荷が軽減さ

れたことは、ごみ減量・リサイクルに対する切迫感を薄めることになった。 

 図表 1-4は、新聞紙上に掲載された「リサイクル」あるいは「リサイクルプラザ」という

言葉の検索数を示したものであるが、平成 10(2002)年をピークに大きく減少している。 

 

 

 

 

 

図表 1-4 朝日新聞（聞蔵）に見る「リサイクル」の検索数の推移 
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制定された平成 12(2000)年頃にピークに達し、その後急激に減少している。 
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（２）３Rのターゲットは何か 

 

 

 

 ここでは、図表 1-5に示すような、主な品目の消費量と廃棄量から、今後重点的に取り組

むべき品目を抽出する。なお、以下では、廃棄物量の面からアプローチしているが、このほ

かにも資源消費の面から、あるいは地球温暖化対策の面からのアプローチ方法もある。 

①紙 

 すでにリサイクル率は 80%を超えている。衛生紙等リサイクル困難なものを含んでいるこ

とを考えればすでに限界に近いものと考えられる。しかし、消費量・廃棄量ともにかなりの

量が見込まれることから、今後は消費量を減らすための取組み（リデュース）が望まれる。 

②アルミ缶とスチール缶 

 ともにリサイクル率が 90%前後まで達し、この数年横ばい状態が続いていることを考えれ

ば、リサイクル率は限界に達しているものと考えられる。また、廃棄量自体もさほど多くな

い。 

③牛乳パック 

 リサイクル率は低位安定している。廃棄量自体も、飲料容器の中では多い方に属するので、

今後リサイクル率の向上を図ることが望まれる。 

④ガラスびん 

 かねてからリユースびんの使用量の減少が指摘されているところであり、また、ワンウェ

イびんのリサイクル率も高くない。当面、リサイクルプラザで関与できることは、リユース

びんの使用推進、回収への関与であろう。 

⑤ペットボトル 

 近年リサイクル率は急激な勢いで伸びており、平成 27年で 90%を超えている。当面、リ

サイクルプラザで関与できることは、現在ほとんど焼却処理されているペットボトル蓋への

対応であろう。 

⑥プラスチック 

 リサイクル率は未だ低く、焼却施設での発電・余熱利用への関与が主流である。廃棄量が

多いので、リサイクル・リデュースの両面からの取組みが望まれる。 

⑦食品残さ 

 廃棄量が極めて高く、リサイクル率も低い。リサイクル・リデュース両面からの積極的な

・リサイクルの重点品目は、「牛乳パック」「プラスチック」「ガラス」「食品残さ」等 

・リデュースの重点品目は、「紙」「プラスチック」「食品残さ」「リユースびん」等 
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取り組みが望まれている。 

 

 

図表 1-5 ごみ排出量と品目別消費量・廃棄量 

ごみ排出量１） 

（平成 26年度） 

ごみ総排出量：44,317千トン 

リサイクル量：9,129千トン（20.6%） 

リサイクル量を除くごみ排出量：35,188千トン 

 

 

 

品

目

別

消

費

量 

と

廃

棄

量 

 消費量（千トン） リサイクル率（％） 廃棄量（千トン） 

紙 2） 

（H26） 

26,918 

 

80.8%（21,828千トン） 

（H20:75.1%） 

5,187 

アルミ缶 3） 

(H26) 

313 

 

87.4%（273千トン） 

（H20:87.4%） 

５ 

 

スチール缶 4） 

（H27） 

486 

 

92.9%（451千トン） 

（H20:88.5%） 

12 

牛乳パック 5) 

(H26) 

199 

 

35.7%(71千トン) 

（H20:32%） 

128 

ガラスびん 6) 

(H27) 

1,443 

 

68.4%（987千トン） 

－ 

377 

ペットボトル 7） 

(H27) 

563 

 

92.4%(520千トン) 

（H20:77.7%） 

43 

プラスチック 8) 

（H26） 

4,420 

 

27％（1,200千トン） 

（H20:19%） 

3,230 

食品残さ 9) 

（H24） 

14,460 

 

14.7%(2,120千トン) 

（H20:13.3%） 

12,340 

１）「ごみ排出量」は一般廃棄物であり産業廃棄遺物は含まない。また、「リサイクル量」は市町村が関与したリ

サイクル量に限定され、たとえば事業所において独自に資源化した古紙資源化量などは含まない。 

２）古紙再生促進センター、古紙ハンドブック 

３）アルミ缶リサイクル協会資料 

４）スチール缶リサイクル協会資料 

５）全国牛乳容器環境協議会年次報告書 

６）ガラスびん３R促進協議会（廃棄量は、カレット工場からの廃棄量を除く） 

７）PETボトルリサイクル推進協議会資料（廃棄量は、リサイクル量以外とした） 

８）プラスチック循環利用協会資料（消費量の項には一般廃棄物排出量を示し、リサイクル量は埋立、単純焼却、

発電焼却、熱利用焼却を除く値とした）＊プラスチックにはペットボトルを含む。 

９）環境省環境統計集 平成 28年版（消費量の項には一般廃棄物発生量を示した） 
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（３）広がりの範囲 

 

 

 

 リサイクルプラザの設立経緯から、3Rをまず対象とするべきであるが、近年のリサイクル

ニーズの低下傾向を受け、「地球温暖化対策」や「生物多様性」まで範囲を広げるケースが多

い。範囲の検討にあたっては、マンパワーやファイナンスの制約があるので、何もかも手を

出すのではなく優先順位をつけて検討する。また、リサイクルプラザ・環境学習施設として

の立場を逸脱することのない「柱」を認識した上で、地域の他の啓発施設・公共施設とのネ

ットワークを構築し、地域のコミュニティー施設としての立場を確立していくことが必要で

ある。 

参考⇒ｐ26「リサイクルプラザ補助制度のきっかけ」 

  ｐ19「リサイクルプラザでの活動」 

  ｐ29「リサイクルプラザの領域拡大は？」 

  ｐ49「他の公共機関とつなぐ」 

  ｐ51「ごみを縦軸にして枝葉を付ける」 

  ｐ52「私たちのまちのコミュニティーセンター」 

 

（４）象徴としてのごみ問題 

 

 

 

 ごみは物の生産・流通を経て、人々の消費の結果排出されるものである。また、その処理

にあたっては、その時々の技術動向や法体系、教育システム、地域社会の特性等の影響を受

ける。リサイクルプラザの活動にあたっては、これらの動向を常に意識することが必要であ

るし、さらにはごみ対策の側から、社会経済システムやライフスタイルのあり方、地域社会

のあり方まで提言できることを意識するべきである。 

参考⇒ｐ18「日本における環境教育の課題」 

   ｐ24「リサイクルプラザの役割」 

 

（５）リサイクルプラザの再定義の必要性 

 

 

リサイクルプラザは、ごみの増大に対処することを目的に設置されてきた。また、その副

・3Rだけではなく「地球温暖化対策」「生物多様性」等、事業範囲を広げる傾向にある。 

・範囲の検討にあたっては、当該施設の設立経緯や地域特性を勘案の上、優先順位をつけ

て検討すると共に、他の団体とのネットワークも視野に置く。 

 

ごみ問題は、社会経済システムや人々のライフスタイルの影響を強く受けるものであるの

で、社会現象の象徴としてのごみ問題、ごみ対策であるとの認識を常に持つことが必要。 

原因解決型の施設から未来提案型施設への転換を図る。 
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次的な目的として、忌避施設としてのごみ処理施設のイメージを緩和し地域住民との合意形

成のツールとするという面もあった。いわば原因解決型の施設であった。これらの目的があ

る程度解決を見た今、未来社会への提案型施設への脱皮を考える時期に来ているものと考え

られる。具体的には今の消費生産文化システムに代わる新しいシステムを探り、それを示す

努力をするべきである。 

参考⇒ｐ29「新しい消費生産文化を次の世代に」 

 

２．リサイクルプラザの設置にあたって留意すること 

（１）行政の課題 

 

 

 

 

 リサイクルプラザの普及啓発部門は、往々にして施設運営管理部門や環境対策部門との整

合性を欠き、当該市町村の広報機能としての役割を十分果たしていないことが多い。一般的

に、ハード施設の整備計画が先行し、ソフト機能は後付けで行われることが多く、必要不可

欠な施設機能を有していない場合も見受けられる。 

 また、多くの場合、廃棄物処理計画の中にリサイクルプラザの活動目標や具体的な活動内

容が記載されていない。そのため、適切な評価が行われることが少なく、担当者が変わるた

びに、存在の意義が薄められていくということも指摘されている。 

参考⇒ｐ31「計画の段階から役所内部の連携が必要」 

   ｐ35「リサイクルプラザの成果を評価するために」 

 

（２）行政と市民との連携 

 

 

 

 運営を委任される団体にとっては、契約方法や予算の制約から継続的なスタッフを確保す

ることが困難で、結果的にスタッフの高齢化を招き、スキルアップを図るための場も確保で

きないという課題を抱えている。 

 また、市町村にとっては、運営団体の活動内容が必ずしも当該自治体の事情を適宜反映し

たものではないという悩みを抱えている。 

建設時には、廃棄物計画部門・施設建設部門・施設運営管理部門、あるいは環境対策部門

が連携して、普及啓発項目や施設整備内容を検討することが必要。 

維持管理時には、廃棄物処理計画に目標と評価指針を設定し、一定の間隔で目標の見直し、

結果の評価を実施していくことが必要。 

リサイクルプラザの運営は、市民の有志から構成される環境団体等に委ねられることが多

いが、知識と熱意を持った運営団体の自立発展性を確保すると共に、行政の方向を反映で

きるよう十分な連携体制を構築することが必要。 
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 これらのことを踏まえて、委託方法や指定管理者制度のあり方を検討することが必要であ

る。 

参考⇒ｐ38「自発的な気づきを」 

ｐ42「新しい運営団体への移行」 

       ｐ48「運営団体と行政の関係」 

       ｐ54「行政との関係」 

 

３．リサイクルプラザの運営にあたって留意すること 

（１）基本的な考え方 

 

 

 

 リサイクル問題に対する社会的な関心が低下したことによって、自治体における予算の確

保が困難になっている。このことは、運営団体の経費を制限し、人材の確保を困難にする原

因にもなっている。 

 予算の確保に関しては、たとえば、ごみ収集袋の有料化に伴う財源を活用する方法や普及

啓発活動を行わないことに伴うリスクを説明するなど様々な方法が試みられている。 

 運営団体は、最も評価の対象になりやすい項目が来館者数であることを踏まえ、来館者や

講座や教室の参加者数を増加させるための工夫を行っている。 

 また、アンケート調査によると、リサイクルプラザの存在やその活動内容に対する周知度

は必ずしも高くないが、今まで知らなかった人でも、今後それらの活動に参加したいと考え

ている人はかなりの数にのぼる。従って、市民に対する広報のあり方を抜本的に見直すこと

も重要なことである。 

参考⇒ｐ33「来館者を増やすために」 

       ｐ40「お得感のあるイベントに」 

       ｐ43「おもてなしの心」 

       ｐ45「人を呼ぶのは、終わりのない戦い」 

       ｐ47「地域 NPOや事業所との連携」 

       ｐ48「普及啓発のための財源」 

       ｐ55～「市民意識調査」 

 

（２）人材の確保、教育のあり方 

 

 

 

リサイクル問題に対する社会的な関心の低下に対応するために、行政は特に予算の確保の

あり方を検討し、運営団体は来館者を増やすための工夫を行うとともに、広報のあり方を

抜本的に見直すことが必要。 

 

 

リサイクルプラザの運営に参加する知見と熱意を有する市民を広く確保した上で、当該自

治体が提供するべき情報を整理し、それらの情報を市民に分かりやすく説明するコミュニ

ケーション能力を継続的に教育していく場を確保することが必要。 
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人材としては、大学でサークル活動をしている学生、環境カウンセラーの資格を持ちなが

ら活動の場所を確保できない方、類似の環境 NPO、シルバー人材等様々なケースがある。こ

のような人材を発掘し、活動の場を提供するということもリサイクルプラザの大きな役割で

ある。 

 情報の場所としては、当該自治体における情報の他に環境省や大学でも適宜情報を発信し

ているので、活用することが可能である。 

また、多くの場合はボランティアの活動に頼るということになるが、その場合報酬のあり

方についても継続的な活動を維持するために重要な要素になる。 

さらに、内部で継続的な教育システムを構築し、外部研修会に参加できる予算措置を行う

ことも重要である。 

参考⇒ｐ16「環境省の取組み」 

          ｐ24「リサイクルプラザの役割」 

          ｐ29「ボランティアの志と責務」 

 

（３）経営の安定化に向けて 

 

 

 

 地方自治体の財政がひっ迫し、リサイクルニーズ自体の低下が進む中で、運営団体の経営

の安定化を図ることが大きな課題になっている。また、契約期間の制約もあるため、若い職

員を雇用することが極めて困難であるという問題もある。 

 このため、リユース品の販売を積極的に行い自主事業収入の増加を図る例もあり、また契

約の方法に工夫を凝らすことも試みられている。 

 また、経営の安定化という点からは、既存のリサイクル企業等民間の取組みの方法を参考

にすることも有効だろう。 

参考⇒ｐ22 「リサイクル運動市民の会の登場」 

ｐ41「ユニークな試み、エコらっく」 

         ｐ48「普及啓発のための財源」 

         ｐ62～「耳納ねっと！の取組み」 

 

（４）講座・教室の課題と対策 

 

 

 

運営に参加する人材を継続的に確保していくためには、運営団体の経営の安定化が不可

欠であり、自主事業の工夫や、契約方式の見直しを検討することが必要。 

 

 

 

リサイクル講座・教室は、環境マナーを普及するために重要な場である。運営にあたって

は、既存のカルチャーセンターとの違いを明確にすることや、修了生が経験を活かし自主

講座を開催する（サークル化）ような横の広がりを持つことに留意する。 
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 リサイクル講座・教室は、施設によって様々な内容が試みられており、リサイクルプラザ

の核となる活動である。テーマを常に新しくすることが参加者の増加につながることもあっ

て、多くの施設で横の情報の提供を望んでいる。また、往々にしてカルチャーセンターのよ

うなスキルの向上に熱中するケースが見られるが、環境の普及啓発という本来の目的を逸脱

するケースもあり注意が必要である。なお、一つの講座が横に広がることは望ましいことな

ので、自主講座やサークル化に発展することは歓迎すべき傾向である。 

参考⇒ｐ33 「来館者を増やすために」 

      ｐ45 「人を呼ぶのは、終わりのない戦い」 

      ｐ62~「耳納ねっと！の取組み」 

   P68  「割れてから、はじまること」 

 

（５）フリーマーケットの課題と対策 

 

 

 

 出店者の便宜を図るために、適切な出店料の設定、申し込み方法の簡素化を図ると共に、

参加者数の増加を図るために、広報に様々な工夫を凝らしている。 

 また、雨による影響を避けるために、室内で開催するエコらっく（岩国市）や座布団マー

ケット（加古郡リサイクルプラザ）などを実施している例もある。 

参考⇒ｐ39 「耳納ねっと！フリーマーケットについて」 

                      P41 「ユニークな試み、エコらっく」 

 

（６）リペア・リユース事業の課題と対策 

 

 

 

 廃棄物として捨てられた家具や自転車を修理して販売するリペア事業が多くの施設で実施

されている。在庫を減らすために販売方法の工夫を凝らす例もある。修理する場合はコスト

的に困難な面もあるが、物を大切にする心を啓発し、来館のきっかけを投ずるという点から

敢えて実施している例もある。 

 レンタル事業としては、イベント用の食器（吹田リサイクルプラザ、エコマール那覇等）

やベビー用品（加古郡リサイクルプラザ）、海外旅行用スーツケース（佐賀市エコプラザ）等

が実施され成果をあげている。 

フリーマーケットは、リユースの実践の場として多くの施設で実施されている。出店者や

参加者数の増加を図るために極力簡素化を図ると共に、雨などの影響を緩和する工夫が必

要である。 

 

 

家具や自転車を中心としたリペア事業や、衣類や古本などのリユース事業、あるいは食器

やベビー用品、旅行用スーツケースなどのレンタル事業は、ものを大切にする心を養うた

めに重要な場である。 
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（７）見学者対応の課題と対策 

 

 

 

 昭和 55年の学習指導要領で、小学 3～4年生の社会科で、下水処理場かごみ処理場の見学

が提唱された。それ以来、多くの小学校でごみ処理施設の見学を実施し、すでに日本の人口

の 3 分の１がごみ焼却場の見学を行っていると試算されている。今後は、説明用教材の充実

や説明員のスキルアップが望まれる。 

参考⇒ｐ37 「小学四年生の 84%が見学している」 

ｐ18 「日本における環境教育の課題」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（文責：大澤正明） 

 

多くの施設では、主に小学四年生の見学を受け入れている。説明用教材の充実、説明員の

スキルアップが望まれている。 
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第二章 

研修会：リサイクルプラザ・環境学習センター活性化プログラム 

（発表要旨） 

 

 

                      期日：平成 28年 10月 17日（月） 

                      場所：佐賀市エコプラザ 

 

        基調講演 

浅利美鈴（京都大学大学院地球環境学堂准教授） 

        ワンポイントレクチャー 

            山本耕平（ダイナックス都市環境研究所所長） 

            八木義雄（前公益財団法人廃棄物３R研究財団専務理事） 

            土屋春夫（公益財団法人千里リサイクルプラザ研究所所長） 

            釜井孝夫（宇都宮市環境学習センターセンター長） 

            大渡俊典（一般財団法人日本環境衛生センター技師） 

            花嶋温子（大阪産業大学講師） 

        事例報告 

            小田好一（耳納ねっと！事務局長） 

            白木吉子（エコフレンズいわくに会長） 

            石原太郎（さが環境推進センター理事） 

            塩川哲郎（かごしま環境未来財団事業課長） 

 ＊土屋春夫氏は誌上発表 
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基調講演 

環境教育の＜場＞としてのリサイクルプラザ 

―学校や家庭における教育と違うリサイクルプラザ

における環境教育のあり方― 

 

京都大学大学院地球環境学堂准教授 

浅利美鈴 

 

 

 

 

 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

環境教育の歴史 

図表１に環境教育に関する世界と日本の流れをピックアップしましたが、まず、日本は世

界の流れからは相当遅れていたということを最初に押さえておいていただきたいと思います。

例えば、2003 年に環境教育促進法ができましたが、それがあまり機能せず、新しい環境教

育促進法ができたのは実に 2011 年です。一方、アメリカでは 1970 年に環境教育法ができ

ておりますので、そこからみても周回遅れどころか何周も遅れているというようところから

のスタートであったといえるのではないかと思います。 

国際的な動きということでいきますと、1997 年のテサロニキ宣言に注目してください。

重要なことはここに全部含まれているのではないかと思います。ESD（持続可能な開発のた

めの教育: education for sustainable development）でいわれているようなことが、この宣

言の中にほとんど盛り込まれていると思っております。内容的には、ほぼここで完成してい

るように思います。 

ただ、これをいかに展開するかっていうところは、正直どこもうまくいっていないのじゃ

ないかと思いますし、日本の自治体、世界の自治体をみても、ESDとしてこれが完成形だと

いえるようなモデルはないのではないかと思います。それくらい、環境教育を取り巻く情勢

は難しいと思っておりますので、みなさんも、自分のところで、うまくできてないというの

は当然だと思っていただいていいと思います。 

2000年、京都大学工学部地球工学科卒業。2004年、工学博士。研究テーマは「ごみ」や「環境

教育」。京都大学のエコキャンパス化にも取り組む。また、学生時代に「京大ゴミ部」を立ち上げ、

環境問題の普及啓発・教育活動に取り組みはじめる。2003年には「京都ごみ祭」を開催。2005

年からは、京都議定書達成に向けた「びっくり！エコ 100選」や「京都議定書バースデーウォー

ク」、エネルギー問題にアクションを起こす「びっくりエコ発電所」などを展開。2017年 11月

に第 10回を開催する「3R・低炭素社会検定」の事務局長も務める。 
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図表１ 環境教育や ESDの歴史 

国際的な動き 日本 

1970 アメリカ環境教育法 
 
1972 ローマクラブ「成長の限界」 
1977 トリビシ宣言 
1983 Our Common Future （ブルントラント委員会） 
1992  地球サミット、アジェンダ 21 
1997 テサロニキ宣言（教育、啓発、人材育成促進へ） 
2005 持続可能な開発のための教育の 10年(DESD) 
2014 ESD促進のための UNESCO世界会議 
2015 国連 SDGs 

1950年代 自然保全活動 
1970年代 公害問題 
 
 
 
1990年代 学校における環境教育 
 
2003  環境教育促進法 
2011  新・環境教育促進法 
2016年 3月 ESD国内実施計画 
 

文部科学省の取り組み 

学習指導要領の中で環境教育がどう位置付けられているのかということを、図表 2 に整理

してみました。単科として、たとえば「環境」というのが入るのではなく、いろんな科目に

またがって環境を学ぶという形です。それはそれで、繋がりのあるやり方としていいとは思

うのですが、やはり単独で科目をたてるべきだというような声もございます。 

小学校を見ますと、いろんな科目にわたって、少しずつ入っています。小３、小４の「水・

電気・ごみと生活産業との関わり」というところで清掃工場への見学が盛り込まれています。 

中学校の中でもありますが、赤字で＜必修＞というのを書いているように、必ずしも全て

が必修ではないので、正直のところ、あんまりやっていないのかなという感じです。ただ、

エネルギーや環境問題は座学的にはやっていますので、大学生にアンケートをしてみると、

中学校とか小学校の時に知識としては教えられたというふうに言う学生さんが多いです。高

校に行っても持続可能とか、私たちが高校の時から考えると想像以上にたくさん盛り込まれ

てはおります。 

環境省等の取り組み 

環境省も相当がんばってはいます。たとえば、学習指導要領に準拠した学年別・教科別ガ

イドを出していまして、それぞれこういう時にこういうことを勉強したらもっと具体的に学

べますよというようなことを書いています。ESD の推進のためのウエブサイトもかなり充実

しております。みなさんの中にも運営されている方もおられるかもしれませんが、こどもエ

コクラブ。これは、地方自治体で始められたことを、環境省がいいアイデアだということで

広げているものです。大学でもエコリード（EcoLead）という取り組みを始めております。

他にも、ＥＳＤ活動センターとか、いろいろ発信もされているところがありますので、みな

さん、何かヒントを得ようかなという時には、ゼロからやるのではなくて、こういうところ

を参考にすると効率よく情報を探せるのではないかと思います。 
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図表２ 学習指導要領に見る環境教育 

 

 

 

 

 

小 

 

学 

 

校 

 小 1･2 小 3･4 小 5･6 

社会科  ○水・電気・ごみと生活・産業とのかかわり 
○節水・節電 
○自然環境、地域資源 

○公害と健康・環境 
○国土保全のための森林資
源、自然災害の防止 

理科  ○身近な自然の観察（3年） ○生物と環境（6年） 

生活科 ○自然や素晴らしさへの気づき  

家庭科  ○生活と環境との関わりへの気づき、物の使い方の工夫 

体育科  ○健康と自分・環境 
○生活環境を整え健康に 

 

道徳   ○自然環境保全 

総合学習 ○体験活動、観察・実験、見学や調査、発表や討議などの学習活動 

特別活動 ○学級活動、児童会活動、学校行事 

 

 

 

 

中 

 

学 

 

校 

社会科 
●地理 
◎公民 
 
 

●世界の人々の生活や環境の多様性  
●環境やエネルギーに関する課題 
●自然環境と地域の生活や産業との関係 
●持続可能な社会の構築に向けた地域での環境保全活動の大切さ 
◎公害防止  
◎課題解決のための経済・技術的協力の大切さ 
◎持続可能な社会の形成の関連から解決すべき課題の探究 

理科 
●第 1分野 
◎1・2分野 
○第 2分野 

●日常や社会におけるエネルギー変換利用 
●様々なエネルギー源と有効利用の大切さ ●放射線の性質と利用 
◎自然環境の保全と科学技術利用の在り方を科学的に考察≪必修≫ 
◎持続可能な社会を作ることの重要性の認識≪必修≫ 
○自然環境を調べ、様々な要因が影響していることを理解 
○自然環境保全の重要性の認識  ○地球温暖化、外来種 

技術○・家庭◎科 ○技術の進展が資源・エネルギーの有効利用や環境保全に貢献 
○生物の育成環境と技術、技術を利用した栽培また飼育≪必修≫ 
◎自分や家族の消費生活が環境に与える影響、環境配慮型生活の実践 

保健体育 ○環境保全に配慮した廃棄物処理 ○地域の実態に即した公害・健康問題 

道徳 ○自然の愛護             ※総合学習と特別活動は、小学校と同じ 

 

 

高 

 

校 

高
校 
・ 
１ 
 

地理歴史 
●世界史 
◎地理 

●持続可能な社会への展望について歴史的観点からの探究（世界史 A・B） 
●環境や資源・エネルギーをめぐる問題などの考察（世界史 B） 
◎環境、資源・エネルギーなどの問題から、持続可能な社会の実現を目指した各国の取
組、国際協力の必要性の考察（地理 A） 

◎世界の資源・エネルギーなどの問題を大観（地理 B） 

公民 
●現代社会 
◎倫理 
○政治・経済 
 

●公害の防止と環境保全  
●持続可能な社会の形成に参画するという観点からの課題探求活動 
◎環境などにおける倫理的課題の探究 
○持続可能な社会の形成が求められる現代社会の諸課題探究活動 
○国際社会の政治・経済における地球環境と資源・エネルギー問題の探究 

理科 
●科学と人
間生活 

◎物理基礎 
○化学基礎 
▲生物基礎 
△生物 
▼地学基礎 
▽地学 

●エネルギーの変換と保存、有効利用 ●身近な自然景観と自然災害 
●プラスチックや金属の種類、性質、用途と資源の再利用 
◎水力、化石燃料、原子力、太陽光などを源とするエネルギーの特性と利用 
◎放射線及び原子力の利用とその安全性の問題 
○金属やプラスチックの再利用 
▲生物の多様性と生態系  △生態系のバランスや生物多様性の重要性 
▼大気の熱収支、大気・海水の運動  ▼地球温暖化、オゾン層破壊 
▼日本の自然環境の恩恵や災害など自然環境と人間生活についての考察 
▽大気の構造と運動、海洋の構造と海水の運動 

高
校 
・ 
２ 

保健体育 
（保健） 
 

●人間生活や産業活動が環境や健康に与える負の影響、その防止や改善 
●環境衛生活動は、学校や地域の環境を健康に適したものとするよう基準が設定され、
それに基づき行われていること 

家庭科 
●家庭基礎 
◎家庭総合 
○生活デザ
イン 

●○環境に配慮したライフスタイルについて考え、主体的に生活を設計  
●○環境負荷の少ない生活、持続可能な社会を目指したライフスタイルを工夫し、主体
的に行動 

◎持続可能な社会を目指して資源や環境に配慮した適切な意思決定に基づき消費生活 
◎資源や環境に配慮した生活を営むライフスタイルを工夫し、主体的に行動 
                    ※総合学習と特別活動は、小学校と同じ 
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日本における環境教育の課題 

日本の場合、小・中・高では学習指導要領にも入っているんですが、そこで環境教育が終

わっておりまして、大学生の時に大きく落ちるんです。そのあと、お勤めとか出産とか、い

ろんなことがきっかけで、また再び意識が上がるという傾向がみられるんですが、大学では

残念ながら今まで学んできたことを全て失ってしまうようなところがあります。 

また、小・中・高でも、「環境」という独立した科目ではありませんので、体系化して理解

するということは難しいのではないかというふうに考えております。 

また、幼児期などの自然体験の減少が指摘されています。幼稚園とか保育園の関係者に話

を聞くと幼稚園児を田畑に連れて行ってあぜ道を歩かせると、歩けないらしいんです。普段

まっすぐな道しか歩いたことがないから、ガタガタした所に行ったらバランスの取り方がわ

からなくて、冗談かと思うくらいコロコロと転げると言っていました。昔だといろんな所を

走り回って遊んだんでしょうが、今は街の中の舗装された道路しか知らないので、そんな状

態になるのだということでした。そういう意味で自然体験とか自然との付き合い方っていう

のが圧倒的に減少していると思います。 

それから、環境教育の場合は、学校教育に加えて、家庭それから地域での教育が重要です

が、相当進んでいるところと遅れているところとの差が大きいと思います。 

また、ごみの教育をやっていて行き着くところは、消費活動とか暮らし方じゃないかなと

思うわけですが、そういう消費者教育とか他の政策と連携した環境教育が弱いということも

いえるのではないかなと思います。 

大学で学生を巻き込むのがすごく難しいと実感しているのですが、そういうのをみていて

思うのは、私自身、高度経済成長の最後のほうを体験しているので、どんどん自然が壊され

てマンションになっていく様子を目の当たりにしましたし、たぶんここにおられる方は少し

は公害も経験したという方もおられると思うんですが、そういう実感をもって環境問題とか、

ましてや地球環境問題に向き合うということが、若い世代の方には、ほとんどないのではな

いかと思います。日々の生活をしていて何の不満もないですし、これを解決すべきだという

ような対象が見当たらないのではないかというふうに思います。そういう意味で、形骸化し

ている環境教育・環境学習にどうやって実感をもたせるか、感動してもらうかという根本的

なところを考えないといけない時にきているのかなというふうに思っています。 

日本学術会議の提言 

日本学術会議という、いろいろな研究者とかが集まっていろいろな分野のテーマを議論す

る組織があるんですが、その中で、「環境教育の統合的推進に向けて」という提言案ができて
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います。ほぼ最終版だと思いますが、それについてご紹介します。 

一点目は、日本がずっとやってきた公害教育とか自然体験教育、それに加えて ESD（持続

可能な開発のための教育）を有機的に体系化し推進することをしっかり考えていきましょう

ということ。それから、先ほど申し上げましたが、学校の教育と家庭とか地域での教育、こ

れを連携していくということ。加えて、今回改めてしっかり打ちだされたことで注目をして

おいていただきたいのが、環境教育を防災・減災教育、災害教育と互いに補完しながら推進

することというのが提言案には盛り込まれております。これは、もちろん、3･11の後の提言

であるということもあると思いますが、一つの構想のヒントになるのではないかなと思って

いる部分です。災害を学ぶということは、自然の仕組みを学ばないといけませんし、自分た

ちの地域を学ばないといけませんし、自分の身の守り方を学ばないといけないという意味で

は、環境教育の、究極的といいますか、五感を研ぎ澄ましてやらないといけない部分に密接

に関係しているのではないかなというふうに思っております。 

ESD(Education for Sustainable Development)とは 

2015年は、環境問題を考える上で非常に大きな二つの出来事がありました。 

一つは、SDG(Sustainable Development Goals)とか SDGsといわれている国連の持続可

能な開発目標が定められました。今までは世界中の人々が、たとえば飢餓をなくすとか弱者

を救うという視点だったのですが、この目標では全員もれなくあらゆる権利を受けるように

しないといけないというような形で打ち出されました。17項目をすべて覚えるのは大変難し

いと思うのですが、環境に取り組む上では大きなインパクトをもっているかと思います。 

もう一つは、COP21、パリ協定です。日本はちょっと恥ずかしいことになっておりますが、

今世紀の後半までに、温室効果ガスの排出量をプラスマイナスゼロに、実質ゼロにするとい

うふうにいっているわけです。今世紀の後半というと、早ければ 2050 年から後半が始まる

わけですので、そう考えるともう数十年しか猶予がありません。そのためには相当ドラステ

ィックに変わらなければいけませんので、教育の果たす役割は非常に大きくなるのではない

かなというふうに思っております。 

SDGsには人権とか平和とか、ジェンダー問題とか、そういうこともはいっておりますが、

そういう問題には実感がわかないのではないかなと思いますが、私自身は、実は十数年前か

らずっと図表 3 に示す図を使って環境問題を説明してきたので、あまり違和感は持ちません

でした。簡単にご紹介をしておきたいと思いますが、これは元々は私が作ったのではなくて、

京都大学の元名誉教授の内藤正明先生が作られたものです。一番下のブロックから見ていた

だくと、地球環境問題の出発点である「技術・都市のあり方」「経済社会の仕組み」「人間の
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生活・生存」「人口増加」、つまり私たち人間が存在して、それがあまりにも幅を利かしてい

ることが環境問題の出発点である。その次が一般的に私たちが考えている環境問題でして、

地域でおこる問題と地球規模の環境問題があります。そこで、問題が終わりなのではなくて、

その上につながっていて、それが地球

とか人間の健康にも影響を及ぼすし、

さらに言うと、一番上にある、地球の

仕組みとしての健康にも非常に大き

な影響を及ぼしていって、この中では、

紛争や飢餓など、そういうことが起こ

ると書いているわけです。ISも、元々

は、いろいろ環境問題で経済状況が苦

しくなったようなことも原因だとい

うふうにいわれておりますが、まさに

そういうことを理解すべきではない

かなというふうに考えております。そ

して、この図の典型的なところが、一

番右上の丸の中なのですが、そういう

問題の影響を一番受けるのが、「将来

世代」であり、「他生物」であり、「途

上国」です。この 3つに共通するのが、

発言力が弱い、もしくは、発言できな

い存在です。たとえば、生物は困った

なと思っても抵抗して発言できるわけでもありません。今でこそ途上国もすごい発言権をも

ち始めましたが、一昔前はいろいろな国際的な交渉の中で途上国の発言力は非常に弱かった。

将来世代も当然、まだ産まれてない世代もありますので、発言できないので、そういうとこ

ろにつけがまわっていく構造であるということです。こういう理解の中で SDGs の目標をみ

ていくと、理解が進むのではないかなと思います。 

環境教育６つのポイント 

環境教育の特徴として、私が選んだ６つのポイントをあげておきます。 

環境教育というのは総合的なもので、何か一つを理解してそれで終わるものではなく、あ

らゆる視点から考えて、たぶん、正解というものはない世界だと思うのですが、それをどう

技術・都市のあり方

経済社会の仕組み

人間の生活・生存

人口増加

大気汚染

騒音 悪臭

振動

廃棄物
土壌汚染

水質汚染

自然破壊

地盤沈下

（地域）

オゾン層破壊

酸性雨
温暖化

途上国公害

有害廃棄物越境移動

海洋汚染

野生生物減少

自然破壊

熱帯林破壊
（地球）

（人間の健康）

（地球の健康）

農林水産資源

遺伝子

気候変動

水資源

生態系

表土

遺伝影響

心理影響

健康影響
公害

（われわれに）

（地球の健康）

紛争

大量難民

飢餓

貿易混乱

疫病

地球問題
→将来世代
→他生物
→途上国

図表 3 環境問題の全体像 
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考えてどう判断してどう行動していくかという力をつけるべきものではないかと思っていま

す。それから知識を身につけるだけではなくて行動につなげないといけない。場合によって

は他者にも働きかけないといけない。（Awareness（気づき）、Knowledge(知識)、

Attitudes(態度)、Skills(技能)、Participations(参加)） 

また、学校教育だけではなくて、地域とか家庭でも教育し実践もしていただかないといけ

ない。生涯教育の重要なものであって、生徒と学生だけが対象ではなくて、市民の方、場合

によっては、たとえば海外の方々も重要な対象になるのではないかと思っています。 

さらに、環境教育は、相当高いレベルのスキルが必要なものではないかなというふうに思

いますし、五感を使って生きる力を身につける教育だと思います。そういう意味では、防災

という切り口は重要ではないかと思います。 

リサイクルプラザでの活動 

最後に、リサイクルプラザでの活動を考える上での可能性について、いま申し上げた環境

教育の特徴に照らして特徴なところだけでもご紹介したいと思います。 

たとえば、ここ佐賀市エコプラザでは、ごみ処理だけでなくて、１階のエントランスでは、

生物多様性を学び、そして展示では、温暖化問題を学びということで、かなり、オールマイ

ティな性格で展示されています。 

みなさんは、それぞれがやっておられる環境教育の場所、内容によって特徴をもって活動

していただきたいと思います。正解はないというふうに思いますので、目玉、名物となるよ

うな環境教育のテーマをみんなで議論して、あれこれやってみて、全部は無理ですから、し

っくりくるものを選んでいただくのがいいのではないかなと思います。 

SDG の中にもヒントはあると思います。17 項目の中でも半分くらいは環境教育にすぐに

結びつけられる部分ではないかなと思います。こういうものを使いながら少し有機的に活動

を結びつけてみるというのもいいのではないかと思います。飢餓をゼロにとかいう部分でし

たら、最近国内でもフードバンクの活動とか、こども食堂も広がっております。そういうの

も立派な ESDの一環ではないかなというふうに思います。あと、学校教育だけではなく、生

涯教育も視点に入れてという点でのいろんな展開の仕方もあるかなというふうに思いますし、

防災関係に着目してみてもいいのではないかと思います。 

みなさんそれぞれ知恵をもっておられ、成功体験、失敗談もお持ちかと思いますので、そ

れをうまく共有することで、効率的に展開していけるのではないかと思っておりますので、

こういうネットワーク化というのを、ぜひ積極的に考えていただきたいと思います。 

＜了＞                                                             
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1ワンポイントレクチャー   

リサイクル運動が切り拓いた環境 NPO の歴史   

―リサイクルプラザの原点― 

 

(株)ダイナックス都市環境研究所所長                    

山本耕平 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

前史としての消費者運動 

ごみ問題というのは今日に始まったわけではなく、戦中とか戦前まで遡ります。リサイク

ルに関する組織的な市民の活動というのは昭和初期にもありましたし、焼却工場の反対運動

のようなものはすでに大正時代とか昭和の初めにも存在していました。昭和 40 年代の半ば

以降、大都市でごみ問題が重要な都市問題として顕在化してくるわけですが、その当初、主

婦を中心とした消費者運動がごみ・リサイクル問題に取り組んできました。 

一方で同じ時期 50年代 60年代には公害問題が起きていきますが、ごみに一番かかわるの

が 71 年の東京ごみ戦争で、これは公害問題の最後の最後に非常に大きな問題としてごみ問

題がクローズアップされたということになります。この頃ごみ問題を巡っていろんな動きが

出てきます。特に使い捨ての飲料容器が増えてきまして、その時代に将来問題になるのでは

ないかということで、業界側がいくつかの組織を作っています。例えばあき缶処理対策協会、

オールアルミニウム缶回収協会、食品容器環境美化協会などです。当時は空き缶の散乱が大

きな問題になっておりまして、1972 年にアメリカのオレゴン州で飲料容器のデポジットの

導入に関する法律ができて、この間までテレビでやっていた暮らしの手帳が記事で取り上げ

て非常に大きな問題になりました。この後京都のデポジット論争が始まったりというような

ことがありました。この頃は自治体が企業に対立するという形でいろんな運動をリードして

きました。例えば町田市では空き缶条例が制定されています、三鷹市でも条例の中に適正処

理困難物に関して企業責任を追及するような条項が設けられたり、沼津市で今の分別収集の

まさに先駆けとなります資源分別収集が始められたりというような時代がありました。 

リサイクル運動市民の会の登場 

1970 年代に二度の石油ショックがありまして、この時期に全く新しい形の運動として生

まれてきたのがリサイクル運動市民の会です。リサイクル市民運動の会ではなくてリサイク

ル運動市民の会です。石油ショックを契機に日本は省資源、省エネルギーという事に関心が

高まって、従来の消費者運動あるいは公害に対する運動とはまた別の流れで新しい形の市民

運動が生まれてきました。 
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一番初めにできたのは、1974 年に石毛さんという方が設立されたリサイクル運動市民の

会という団体で、東京で活動されていましたが、今は実質的には存在しない団体になってい

ます。フリーマーケットという言葉とその仕組みを日本に持ってきた方です。このリサイク

ル運動市民の会という名前は、ロケット工学者の糸川博士が名付けられたということであり

ました。従来これまではずっと何かに反対する、対立するという形の運動ばかりでしたが、

これは自分達で活動して自分たちの新しい価値を創造していこうという主旨の運動でありま

したので、若者たちの共感を得ました。学生運動とか公害反対運動とかに辟易していてその

仲間に入れなかった世代がこれに乗っかりまして、神戸では関西リサイクル運動市民の会が

生まれました。その後、名古屋と沖縄にこういう運動が広がっていきます。これが今のリサ

イクルプラザの活動にも繋がっているという面があります。 

例えば関西リサイクル運動市民の会は不用品情報誌を発行しました。また、不用品情報ボ

ードというのを神戸のニチイ、ダイエーに置いて情報を交換する。このリサイクルボードの

中にはたくさんの「売ります・買います」という情報が掲載され、電話で受けて紹介すると

いうことをやっていました。市民活動が自立できるようなビジネスモデルを目指しましたが、

今のようなインターネットの時代ではないので、雑誌や電話というようなアナログの情報ツ

ールではなかなかビジネスとしては成り立たなかったというのが実情です。しかし、この仕

組みは、今のヤフーのオークションなどに繋がっている動きです。ちなみにこの関西リサイ

クルは後に日本リサイクル運動市民の会という名前になりまして、「らでぃっしゅぼーや」と

いう有機野菜の販売のビジネスを作ったりというような活動をしていました。現在は団体そ

のものは無くなっています。 

沖縄リサイクル運動市民の会は、もともとここの代表者は古紙の回収をやっていたんです

が、そこからリサイクル運動に進みました。ここの特徴は環境教育として「買い物ゲーム」

をやっていまして、多分 2000年頃から 15、6年やっていると思いますが、聞いたところで

は 1000クラス 3万人から 4万人ぐらいの生徒に教えたそうです。彼らは今海外の研修生を

受け入れていまして、ショッピングゲームという名前でマレーシアやインドネシアなどそう

いうところでも行われています。これは単純なゲームで、決まったお金で食材を買ってカレ

ーを作り、その後のごみ処理費とか環境に対するコストなどを計算させて、もう一回買い物

をやり直しさせるという方法です。10年ぐらい前の本ですが、買い物ゲームという本も出て

います。 

中部リサイクル運動市民の会は、リサイクルステーションというスーパーマーケットの駐

車場を借りて廃品回収をやっています。この担い手となっているのがリサイクラーという市

民のボランティアで、もともとはリサイクル品だけだったんですがリユースできる物も持っ

て来られる方が多いのでそういうのも集めて、最近では R倉庫というリユースショップをや
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っています。こちらの方はかなり大きなお店になっていまして、いろんな活動の原資をここ

で稼いでいるようです。 

この中部や沖縄では、行政に対する政策提言にもコミットしてまして、例えば名古屋では、

かつて藤前干潟という干潟を守るという運動がありましたが、ごみの処分場を造ろうとして

反対運動が起こり、そういう時に市民を巻き込んだいろんな政策提案をしていました。沖縄

の方でも南風原のごみの焼却場の反対運動などそういう事をめぐっていろんなプログラムを

作ったり、市民のごみ減量アクションプログラムを作ったり、独自の政策的な活動もしてい

ます。 

その後 1980年代の半ばから 90年代になりますと、新しい専門テーマ型団体が出てきまし

た。例えば牛乳パックの再利用を考える連絡会（パック連）とか、古紙問題行動市民ネット

ワーク、あるいは、ローカルの広域の市民団体が連携をして活動するという東京の多摩リサ

イクル市民連合などいくつかの団体がありまして現在も活動を継続しています。 

リサイクルプラザができるようになって活動の場ができますと、そこを行政と市民団体活

動団体が共同で運営していく事業型あるいは協働型のＮＰＯというのがでてきます。例えば、

東京都北区には、北区リサイクラー活動機構という環境学習とかリサイクル活動とかやる拠

点がありまして、区民の方や回収業者、行政を含めて組織を作って運営しています。 

リサイクルプラザの役割 

おそらく全国のリサイクルプラザのかなりの部分は市民活動団体と協働で運営されている

のが多いと思いますが、運営に関してはどこも少なからず課題を抱えています。その一つは、

人材で、その団体自体の経験など力量が十分でないという部分もあると聞いています。人材

という面では、例えば私達は大学生活動環境コンクールというのをやっています。実は結構

多くの大学でごみ部というようなサークルがありますし、環境サークルはたくさん存在して

います。それぞれ最近は地域の住民や商店街、学校などと連携して活動していますが、そう

いう所に環境に関心のある人材がいます。 

もう一点は、リタイアされて力は有り余っているけど活動の場が見いだせないという方、

例えば環境カウンセラーという制度がありますが、これも随分たくさん地域にいらっしゃる

のですが、環境カウンセラーの方が活動する場所があまりなくて困っている。そういうこと

でいうと、実は地域に環境人材がいるので、プラザのような場所を活動の場として提供すれ

ば、こういう人材を生かすことにも繋がっていくのではないかと思います。 

リサイクルプラザの役割として期待される事は、「３Ｒに関する情報発信、情報収集」「体

験、学習を通して市民活動を育む機能」「研究の機能（市民研究、市民科学）」「様々な主

体が協働する「場」の提供」「ネットワークのコーディネーター機能」などが挙げられます

が、いろいろな主体が協働する「場」を提供するというのが一番大きな役割ではないかと思
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います。協働することでそこで何か新しいものが生まれていく、まだまだプラザの可能性と

いうのはあると思いますので、いろいろな世代あるいはいろいろな主体が一緒に協働し新た

な役割機能を発揮していただきたいと思います。               ＜了＞ 

 

1945 S20 新日本婦人同盟（市川房江ら） 

日本協同組合同盟（賀川豊彦会長） 

1948 S23 東京都地域婦人団体連盟 

主婦連合会 

1951 S26 日本生活協同組合連合会 日本協同組合同盟解散 

1952 S27 全国地域婦人団体連絡協議会 

1955 S30 新生活運動協会（生活学校の母体、生活学校は 60年にスタート） 

1956 S31 全国消費者団体連絡会 

1961 S36 日本消費者協会 

1964 S39 消費科学連合会 

1967 S42 公害対策基本法制定 

1968 S43 水俣病、イタイイタイ病、カネミ油症（PCB） 

1970 S45 田子の浦ヘドロ問題 

公害国会→廃棄物処理法 

1971 S46 環境庁発足 

「東京ごみ戦争」宣言 

1972 S47 アメリカ・オレゴン州で飲料缶デポジット制度導入 

1973 S48 空き缶処理対策協会、アルミ缶、食品容器環境美化協会 

町田市「空き缶条例」制定 

1974 S49 日本消費者連盟 

リサイクル運動市民の会発足（石毛健嗣代表）：「フリーマーケット」（flea market）

を日本に広げた 

1975 S50 全国生活学校連絡協議会 

沼津市で資源分別収集開始 

1976 S51 神戸市・六甲山美化協力会設立 

関西リサイクル運動市民の会（神戸）⇒のちの「日本リサイクル運動市民の会」（高見

裕一代表）：不要品情報誌の発行、不要品データバンクのシステム化 

1980 S55 中部リサイクル運動市民の会（萩原善之代表、現在は永田秀和代表）：有機野菜の販売、

リサイクル商品開発、政策提言 

1983 S58 沖縄リサイクル運動市民の会（古我知浩代表）：資源回収、環境教育のプログラム開発 

、途上国のＯＤＡ活動 

1985 S60 全国牛乳パックの再利用を考える連絡会 

1989 H1 地球環境とごみ問題を考える市民と議員の会 

1993 H5 古紙問題行動市民ネットワーク 

1994 H6 東京・多摩リサイクル市民連邦 

1995 H7 元気なごみ仲間の会（現在は NPO法人持続可能な社会をつくる元気ネット） 

1996 H8 生ごみリサイクル全国ネットワーク 

1997 H9 EPRとデポジット制度の実現をめざす全国ネットワーク（デポネット）（リターナブル

びんを見直しデポジット制度の実現を求めざす全国ネットワークから改称） 

1998 H10 集めて使うリサイクル協会 

2003 H15 容器包装リサイクル法の改正を求める全国ネットワーク（06 年から「容器包装の３R

を進める全国ネットワーク」） 
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なぜ、リサイクルプラザが作られたのか   

 

           株式会社アクトリー 

    公益財団法人廃棄物・３R研究財団 元専務理事                  

八木美雄 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

リサイクルプラザ補助制度のきっかけ 

今から３０年近く前、昭和が終わり平成になった頃、当時、廃棄物リサイクル行政は厚生

省にありまして、私は、リサイクルプラザの補助金制度を作る担当をしていました。 

廃棄物というものは、社会経済活動に伴って、豊かになればなるほど不要物を多く発生す

るものです。その頃、バブル経済に伴って廃棄物がたくさん出てきました。それまでの昭和

の時代というのは廃棄物の適正処理というのが基本でした。廃棄物を焼却することによって、

臭気物質を分解し病原性物質を死滅させ保健衛生上の安全性を高めるという公衆衛生上の視

点が前提にありました。ところが、バブル経済によってどんどんごみが増える一方で、土地

も高騰して、簡単に最終処分場用地の確保が出来なくなりました。適正処理だけでは立ち行

かないということで結局リサイクルに舵を切らざるを得なかった。 

平たく云えば、あまりにも急激に増え続けるごみに対して何とかしないといけないともが

いた結果がリサイクルプラザを生み出したと云えるかもしれません。 

バブル経済とごみ問題 

バブル経済は、昭和から平成にかけて約 4 年間、今から約 30 年前ぐらいに起こった現象

です。昭和 60 年にプラザ合意が結ばれ、アメリカ経済の調子が悪いので円高にして内需拡

大するようにということが決められました。そのため、低金利政策を進めたところ、金利が

安いからお金が余った。その結果、株にいく、土地投機に行くということで、勤めている人

にとってみると何となくお金がまわっているので給料も高くなった。実態はまったくなかっ

たのですが、例えばシーマ現象といって日産の高級車をどんどん買うという高級志向が蔓延

しました。実体がない経済の末路は、バブルとは泡のことですが、泡は消えていくだけです

から、気が付いた時にはバブル経済は崩壊していきました。 

ところが、バブル経済の付が回ってきた廃棄物セクターでは冗談じゃないよということで

す。このバブルによって世の中の活動が活発になり、お金を使えば経済活動がフル回転しま

す。ＯＡ化が進展したこともあって、どんどん紙ごみが増えて実質的にバブル景気の影響が
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強く現れました。さらに、消費財でみていくと、どんどん買うから今までのものが廃棄物に

なっていく。それから土地が高騰しましたので施設が作れない、特に最終処分場が満杯状態

になりました。最終処分場の残余容量を調べると、特に首都圏で大都市圏を中心にして顕著

にバブル景気の影響が出ました。一般廃棄物もさることながら産業廃棄物についても同様に

処分場がなくなるという事態が発生しました。ごみの組成についても、紙がどんどん増えて

きて発熱量が高くなり、焼却炉を傷めそして完全燃焼を妨げることとなりました。その結果、

きちんとした焼却工場を新たに造らないといけないということも求められました。今回は触

れませんが、不完全燃焼はダイオキシン問題も同時に引き起こしました。 

リサイクルプラザ制度化にあたって 

それで、平成元年に廃棄物再生利用総合施設整備費補助金（リサイクルプラザ）を実現化

させました。３０年前のことですが、大変な思いをしました。補助金は当時の大蔵省、今の

財務省に新規要求するんですが、山のように資料を作って説明してもなかなかウンとは行っ

てくれません。最後の決め手は、リサイクルプラザによってリサイクル率が向上して廃棄物

排出量が減少し、結果的に新しい工場を 100建てなくてはいけないのが 50になりますよと

いうような資料を作りましてやっと大蔵省の理解を得て実現したのを覚えています。さらに、

ハード面に加えて、「ごみ減量化を語る女性の会」とか、「ごみ減量化促進対策全国大会」と

いうようなそれまで国の方でやっていなかったようなソフトな取組も立ち上げました。 

1991年、平成 3年の厚生白書では、「真の豊かさに向かって社会システムの再構築―豊か

さのコスト」というテーマで、廃棄物問題を考えるというのがこの時の白書の主題でありま

した。医療、福祉などいろいろな分野がある厚生行政の中でトップにあがりました。これだ

け当時は大問題になっていたわけで、東京都では TOKYO SLIMということで、女性が憂いを

帯びた困った表情のポスターが出て、マスコミで取り上げられて大問題になりました。その

くらい大きな社会問題になって、その中で、リサイクルプラザが生まれました。その後、廃

棄物処理法の改正、経済産業省が所管するリサイクル法などいろいろな法律の整備が進めら

れてきたわけです。 

３０年前は地方財政にも余裕がありましたが、今は財政事情も苦しくなってきました。そ

の中で、リサイクルプラザの存在というものを考えなければいけないと思います。人口も減

少して少子高齢化が進行し、統計的には平成３１年、あと３年ぐらいになると所帯数が減っ

てきます。所帯数が減るということは家庭ごみの排出量にも影響が出てくると思いますので、

官民の役割分担、私たち市民の協力等を総合的に加味しながら柔軟にリサイクルプラザを今

後も育て運営していくことが重要ではないかと思っています。         ＜了＞ 
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千里リサイクルプラザからのメッセージ 

元祖の悩みは海より深く しかして志は山より高く 

                                              

(公財）千里リサイクルプラザ                                    

研究所所長 土屋正春 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

いま、ごみ問題は見えにくい 

バブルのころの日本の自治体を象徴するような数字ですが、吹田市の場合、昭和 40(1965)

年と昭和 60(1985)年を比較すると、人口は７５％増えてごみは１１５％増えました。さあ

どうするか。全国的なごみ問題の深刻化の中でのひとコマですが、こうして平成４年に設立

されたのが千里リサイクルプラザであったわけです。全国第１号のリサイクルプラザでした。

大きく申し上げると当時はごみ問題が大変なのだということを市民の間ではかなり容易に共

有できて、これは大きなプラスの条件でしたね。「このままでどうするか？ ごみ問題の勉強

会を皆でしましょう」というと抵抗なく人が集まったのですから。マスコミの影響も大きか

ったと思います。 

ところが何種分別という時代を経てくると、人々の間で定期的にきちんと出すと家からご

みは無くなり、多くのスーパーも店頭回収に協力するようになり、他方、ごみのためにお金

はいくら払っているのか余り知らされてもいない日本人は気にしないままですから、ごみ問

題がどうとかいう事は人々の意識からかなり遠くなっているのが実情なのです。こうなった

段階で「皆さん、実はごみにはいろいろな問題の象徴的な部分があるのですよ」ということ

で改めて人々への意識啓発の仕切り直しをしようとするとものすごいエネルギーの必要性を

感じています。 

啓発には時間がかかる 

たとえば、千里リサイクルプラザで注力しているのは子供達への学校に出向いての指導で、

学校とタイアップして年間に６０回近く実施しています。かつてそのクラスでごみ問題の勉

強を通じ、焼却や破砕選別の工程を目の当たりにして、わぁ凄いなと思ったことが強烈な印

象として忘れられず、自分が先生になって子ども達をまず一番にプラザに連れてきた先生が

います。この例にあるように、次世代向けの啓発活動の成果や効果とかいうのは実はとても

時間がかかることですが、一般的に議会の方はそれを早く求めがちで、成果はどうか、何年

間でどうするのかと短兵急なところがあります。この小学校の先生の場合が象徴的なケース

で、決して「種まいて、やってみて、それでどうにかなったから、だったら３年でできるで
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しょう」という議論にはまあ馴染みにくい世界ですね。指定管理ということが盛んに言われ

たりしますが、こうしたことを行政側や議会側にどう理解をしてもらうのか、その気になっ

て材料を協力して集めないとなかなか単独ではうまくいかない面があるのは確かなことです。 

リサイクルプラザの領域拡大は？ 

成果を急ぐと、どうしても CO2や自然観察など人集めが容易なことを並べるようになりが

ちで、テーマが拡散し始めます。これには先にお話しした事情が作用している面もあります。

つまり、ごみをめぐる問題はある意味妙に鎮静化していて社会の関心は希薄になってきてい

ますから、ごみのことだけにお金をかけ続けて良いのかどうか。だから、ややもすると啓発

活動をする拠点としては CO2も入れるべきだ、自然保護も扱えばよいのに、となりがちなの

が今の状況に見え隠れしていると言えます。ごみ問題の啓発拠点ではなく環境問題の啓発拠

点という基本的な視点の転換があるのではないでしょうか。 

実はどのプラザにしてもマンパワーの問題、ファイナンスの問題、設立した時の背景の問

題、必ずそれぞれの個性があり制約条件があります。その中で、今のパワーで出来ることに

優先順位をつけて取り組むべきで、あれもこれもというのは空中分解に通じるのではないか

と心配しています。どの自治体にも下水道処理場があってそこで啓発活動をしていますし、

子供の指導も受け入れています、見学の場所も自然博物館みたいなもの、山の家みたいなも

のもあります。  

こうして考えるとプラザで全部受け入れるよりは新しい時代に向けた啓発施設のネットワ

ーク、ジャンルを超えたネットワーク、それを本気で作らないともったいない。ごみ問題が

そろそろ落ち着いてきたからプラザも活動範囲を広げて、人間が排出している点ではごみと

同じなので CO2もやれよ、自然保護の問題には根強いファンが多くいて集客にも貢献できる

し・・。こうなりがちな議論をどう整理するのか、です。私たちも、CO2 もやるぞと定款を

変えて一歩踏み込んだのですが、ここの議論はもっと詰めないといけない、ただあれもこれ

もじゃないのだぞということをこれから勉強しないといけないと考えています。 

新しい消費生産文化を次の世代に 

リサイクルプラザの役割を別の角度から考えることにします。今までの消費生活をどう変

えるべきか、そのヒントを次の世代に伝えなければ、私たちの世代としての責務が果たせな

いのではないか。こうした大きなことも考えなければ駄目で、だとすれば今のシステムに代

わる新しいシステムを探り、それを示す努力をしないといけない。完成型まではとても出せ

ませんが望ましい姿に関する情報は整理して送り届けることはできると考えていて、それを

関係者がもっと意識しないと自分たちだけで終わってしまいそうな気がしています。 
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ボランティアの志と責務 

ボランティアにお金を出すべきか否かという議論があります。お尋ねを頂くことも多いの

ですが、千里リサイクルプラザの基本的な考え方はボランティアというのは子供の所に行っ

て是非こういう指導がしたい、こういう事を伝えたいという、その志がボランティアなので

あって、それに基づいて一度子どもの前で５０分お出ましいただいて話をしていただくとい

う事については、それだけ責任があるし自覚も求められる事をしていただいているわけです

から、財団としては何がしかのお礼をする、そういうことにしています。 

新しい千里リサイクルプラザに向けて 

千里リサイクルプラザは元祖であるだけに課題も多く、現在は建て直しの最中です。結局

はプラザをどうするかということは、集まる人の情熱の問題です。このため今は、早い話が

内部でどういう会議をどう運営していこうとか、中期計画もちゃんと作ろうというところか

らの立て直し、つまりは極めて基本的な段階からの建て直しです。放っておくと、こういう

ことはなあなあ
・ ・ ・ ・

になりがちですね。ですから、理事長、副理事長、研究所長、事務局長、全

部入れ替わりましたが、やはり気持ちの新しさを常に持ち続ける努力が必要なのだと強く感

じています。・・・これは、元祖からのメッセージです。 

担う人のスピリットがいくら高くても、受ける市民側の意識の成熟を図ることはそれにも

まして大事なことです。あそこは私たちと無縁の難しいことしているという風にとらえられ

たら空回りになり、負けですね。そこの差し引き押したり引いたりがとても難しい。 

日本は国政選挙の投票率が５０％の国ですから先進国では極めて低く、こういう国の中で

市民参加についての議論をぐるぐる回すのには凄い努力を必要とします。たとえば私の働い

ている千里リサイクルプラザがある吹田市で実施された先の市議会選挙では３８議席に対し

て５０人が立候補したのですが、その中で環境問題を正面から取り上げたのは若い人１人だ

けでした。私の住まいは琵琶湖がある大津市なのですが、そこも同じ３８議席で５０人が立

候補しました。吹田市と大津市の選挙広報を全部比べると、大津の方では２０人が環境問題

を取り上げています。琵琶湖を抱えているからといって水質の事ばかりでは決してないので

すよ。バイオマスの事も言うし環境教育の事も言うしすごく幅が広くて、言い換えればそう

いう事を選挙運動中に言わないと当選しない土地柄になっているわけです。こうした市民意

識の違いを見極めた上で運動のあり方を考えることも大切なことだと考えています。 

＜了＞ 

（平成 28年 10月 16日収録） 
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廃 棄 物 行 政 と リ サ イ ク ル プ ラ ザ 

―行政内部の連携を確保するためにー 

 

宇都宮市環境学習センター 

センター長 釜井孝夫 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

計画の段階から役所内部の連携が必要 

私は、宇都宮市役所環境部で 36年間ずっと清掃工場建設とごみの分別をやっていました。

退職して宇都宮市環境学習センターに勤務しているのですが、ここは指定管理者になってい

まして、NPO法人うつのみや環境行動フォーラムというのが所属する会社名になっています。 

私たちのリサイクルプラザは処理能力 135ｔのハード施設と環境学習センターという啓発

施設から構成されています。3Rの普及啓発の他に宇都宮市の環境全般の学習拠点という位置

付けになっています。１階に再生品を展示する場所があります。機器は 15 年前のものです

から、ほとんどが壊れていまして、新しいものを自前で作っています。４階は工作室、研修

室、エコシアター、フロアー等、主に講座をやるための部屋になっています。５階は平成 26

年度からリサイクル学校を自前で作っています。このリサイクル学校というのは、小学 4 年

生が 6000 人ぐらい見学に来るんですが、なんで分別しなければいけないのかわからない、

その後どのようになるのかわからないというので現物を置きながら、この資源はこのような

ブロック状にしますよとか、それをどこの工場でこのような形にして、最終的にはこのよう

な商品に生まれ変わっているということを、わかりやすく展示しました。 

建設の経緯ですが、こういった施設は反対運動があって、平成 4 年 12 月から計画が始ま

ったのですが、実際に稼働し始めたのが平成 13年の 4月、約 10年間かかっています。リサ

イクルプラザについては平成 10 年 1 月に整備検討委員会を設置しまして、主にプラントの

内容を検討し 10月に国庫補助金をもらって２年間の工事で稼働しました。 

次に、建設に係る組織体制ですが、宇都宮市の場合は環境部が所管でして、ごみ関係がご

み処理計画部門、施設の維持管理部門、３Ｒ普及啓発部門があります。これが廃棄物担当課

です。その他環境部には環境政策課と環境保全課など全部で５つの課があります。こういっ

た課が、造る前には整備検討委員会に入ってくるのですが、実際に検討しているのはほとん

どが担当している設備の中身で、ソフトの部分は全くやらないに近いです。建設に際しては

維持管理部門の廃棄物施設課が所管して造っています。造るときはハードだけで目一杯、地

元対応で目一杯ということで、プラザのソフトの部分について検討したのは建設に入ってか
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らです。建設中に部内で協議して、なぜか環境計画部門の環境政策が普及啓発部門の所管と

いうことになって、本市の環境学習の拠点として環境学習センターを整備するということに

なってしまいました。ですからそんなたいしたものは出来ないということです。市役所は都

市規模が大きくなればなるほど縦割りです。計画の段階では普及啓発部門などとの連携をほ

とんどやっていません。ですから本来は建設計画の段階から、普及啓発部門との連携、環境

学習センターとして整備するのであれば環境計画部門との連携が必要だと思います。ハード

とソフトが同時並行

で進まないといけな

いのですが、実際はプ

ラントの設備などの

ハードが先行しソフ

トが後になってしま

います。プラザの目的

とか整備内容、何をや

るのかということも

早めに決めておく必

要があるので、早期に

連携していく必要が

あります。 

リサイクルプラザ建設の望ましい姿を図示しましたが、早い段階から「建設」「ごみ処理計

画」「３Ｒ普及」、場合によっては「環境計画部門」との連携が必要です。環境学習センター

として整備する場合はプロジェクトチームなどを作って連携する方がいい。そして大切なこ

とは、計画に位置付けることです。計画に位置付けないと忘れられてしまいます。役所とい

うのは計画行政なのです。まずは環境基本計画にリサイクルプラザの目的や内容について大

まかに載せてもらって、それと整合を図りつつ、その下の計画である一般廃棄物処理基本計

画に反映し、実際作っていく過程で整備基本構想や整備基本計画、基本設計というように段々

具体化していきます。それぞれの段階できちんと連携があればソフトの部分がハードにも生

かされる。どんな部屋が必要か、どんな工作機器が必要なのかわかってくるので、早期に、

造る前から連携をしていく必要があると思います。 

こういった一連の作業を通して一番大事なのは、担当者のハートです。義務でやってはい

けないのです。仕事は義務でやっていると絶対いいものは出来ない。本当に人が来てくれる

３．リサイクルプラザ建設の望ましい姿

（１）関連部門が早期から連携

（２）各種計画に位置付け

佐賀市エコプラザ

環境基本計画
（環境関連最上位計画）

一般廃棄物処理基本計画 ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗｻﾞ整備基本構想

ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗｻﾞ整備基本計画

ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗｻﾞ整備基本設計
（発注仕様書）

施設建設部門 ごみ処理計画部門

３Ｒ普及啓発部門 環境計画部門

具体化
整合

整合

プロジェクトチーム

建設までの一般的フロー

8 2016/10/17
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ために、より魅力がある施設の為に何をしたらいいかということを、義務でやらないで熱い

ハートでやる。これは私の常に生きがいとしてきたところです。 

来館者を増やすために 

宇都宮市環境学習センターの利用者は、当初は 35,000 人ぐらいきていましたが、どんど

ん右肩下がりになってきて 2万人を切ってしまいました。平成 19年から委託に変えて、23

年から指定管理者に変わっています。私たち NPO法人うつのみや環境行動フォーラムになっ

たわけですが、それから右肩上がりになってきました。そのためには何をしたかというと、

見学者・一般来館者は横ばいです。これを上げるのはなかなか難しいです。展示とか魅力的

なものがあればいいんですが、どうしても自前で作っているので、自前の良さというものが

あるにしろ、これを目当てにはなかなか来てくれない。仕方ないので受講者と自主グループ

を増やす。自主グループというのは、講座のＯＢの方がスキルを高める為に作っているグル

ープです。これは非常に大切で、将来この自主グループの人がスキルを高めてまた講座の先

生になると、そういったいい循環を作りたい。このように講座数を増やすことによって来館

者の右肩上がりをキープしているのが現状です。 

講座の種類は大きくわけて「もったいない講座」と「環境学習講座」があります。「もった

いない講座」は、不要になった物をリサイクルする講座です。いろいろな種類をやっていま

すが、気を付けていることは、カルチャーセンターと一緒にならない様に、「不要なものを利

用する」ということを原則にしたリサイクル講座にしています。 

「環境学習講座」は、環境大学などいろいろな種類がありますが、座学は人が集まらない

ので、例えば、生物多様性の会の場合は、「オオタカの秘密・魅力」というようにキャッチコ

ピーを考えて、これはひょっとしたら面白いかなと思って来てもらいたいと工夫しています。 

当センターは、場所が南のはずれにあってバスもありませんし、地域的な偏りも大きいと

いう問題もありますし、シニア層、親子に限定されて小学生の高学年以上はまず来ないとい

う問題もありますので、そのあたりをどう改善するかということが今後の課題です。 

この環境学習センターを盛り上げるためにはまず来てもらう、来てもらうためには楽しく

しないといけない。ですから、地域との連携も重要だと思っています。たとえば地域の祭り

組織との連携など、これからもいろいろ取り組んでいきたいと思っています。 

＜了＞ 
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一般廃棄物処理基本計画における 

リサイクルプラザの役割を考える 

 

             （一財）日本環境衛生センター 

環境工学部計画課 大渡俊典 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

一般廃棄物処理基本計画とは 

一般廃棄物処理基本計画には、ごみとし尿の計画がそれぞれありますが、リサイクルプラ

ザということから対象となるのは「ごみ処理基本計画」ということになります。ごみ処理基

本計画の一般的な構成は、「ごみ処理に関する基本方針」、「目標年次」、「ごみの排出の状況」、

「ごみの処理主体」「処理計画」といったところです。このうち「処理計画」の中で「ごみ処

理に関する目標」、「ごみの処理方法」や「処理量の見込み」、「ごみ処理施設の整備に関する

事項」といったことに触れることになります。この「目標」としては、「排出量」、「リサイク

ル率」、「最終処分量」が一般的に挙げられています。目標として掲げる「ごみの排出量」や

「リサイクル率」などを達成するための施策としては、一般的には図表１のような項目が挙

げられます。そういった施策の実施に向けて、リサイクルプラザの役割をどういうふうに位

置づけていくのかということについて考えていきたいと思います。 

図表１ 目標達成に向けた主な施策 

排出抑制に向けた施策 

 

・有料化 

・マイバッグの推進 

・過剰包装の回避 

・環境配慮製品（再生品、詰め替え容器等）の選択 

・生ごみの減量化（水切り） 

・広報・啓発活動 

リサイクル率向上に向け

た施策 

・集団回収、拠点回収の実施・奨励 

・分別区分の見直し 

・焼却残渣の資源化（溶融スラグ、セメント原料） 

・広報・啓発活動 

現状の取組のままでは国の目標達成は難しい状況 

ごみの排出量やリサイクル率の推移がどうなっているかといいますと、ごみ量は平成 12

年の循環型社会形成推進基本法の公布以降減少傾向が続いていましたが、ここ数年は減少幅

が鈍ってきています。リサイクル率もずっと増えてきていましたが、近年その伸びが鈍り、

ここ５～６年ぐらいはほぼ横ばいという状況です。一方、廃棄物処理法に基づく基本方針に

は平成 32 年度における排出量やリサイクル率の目標があるのですが、ごみの排出量に関し
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ては平成 24 年度比で-12％、リサイクル率に関しては 27%となっています。残念ながら、

今のままの傾向でいくとおそらくどちらも達成は難しいと思われます。そういう厳しい目標

設定になっているということです。そういう状況で目標を達成していくためには、リサイク

ル率やごみの排出量を改善するための取り組みを強化していかなければならない。取り組み

を強化するためには、ごみを排出するあるいは資源として出す住民の皆さんの協力がどうし

ても欠かせないということになります。そのために必要なのが啓発活動です。 

リサイクルプラザは役割がもう十分果たされているんじゃないか、あまり利用者がいない

んじゃないかというご意見もあるかと思いますが、こういう国の目標の達成に向けてこれか

らさらにリサイクルプラザの役割を考えていかなければいけないと私は考えています。 

リサイクルプラザの成果を評価するために 

リサイクルプラザの役割や位置づけを考えていく場合に問題になるのは、普及啓発の取り

組みの内容と成果がなかなか直結しないということです。定量的な評価が困難です。たとえ

ば家庭ごみを有料化しますといえば、ごみの排出量は減少します。資源ごみの分別区分を新

しく追加しますといえば、今までごみとして出ていたのが資源ということになるわけですか

ら、当然リサイクル率は向上することになります。こういったわかりやすい取り組みに比べ

て啓発の効果というのは測りにくいという面があります。しかし、リサイクルプラザの重要

性やごみ処理行政にどう貢献しているのかというのを把握する必要があるわけですから、把

握手法、評価基準を何らかの形で定めるべきではないかと考えます。ごみ処理基本計画の中

のメインの目標はリサイクル率とかごみの排出量ということになると思いますが、それを達

成するための手法、いわゆるサブ的な目標の位置付けでこのリサイクルプラザでの取り組み

を何かしら載せられないかなということです。たとえば、「リユース品の販売点数」、「施設の

受け入れの人数」、「出前講座イベントの開催回数、参加者数」等が定量的な数値となるかと

思います。 

そして、リサイクルプラザで行っている啓発の取り組みがどれだけ住民の方に伝わってい

るかというところを把握することも必要かと思います。住民の方もそれぞれ考え方がありま

すし意識の違いというのもありますので、アナログ的な方法ですが、住民満足度調査ですと

か、実施している施策とかイベントに対するアンケート、そういった事をする中でそれぞれ

意識の違う皆さんのニーズを把握してそれに応じた改善等を図っていくべきではないかとい

うふうに考えています。 

ごみ処理基本計画にこういった目標を掲げることの意味ですが、ごみ処理基本計画は概ね

５年ごとに見直しを行うわけですが、数値の目標を立てていればその見直しの段階で確実に
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評価を行うことができます。 

広報啓発に取り組むというのは、非常に小さなことの積み重ねだと思いますので、１年そ

こらで成果の出るものではないというのは当然なんですが、例えば 5 年 10 年というスパン

になってくると多少なりとも成果として見えてくるのではないかと思います。 

意識の高さや世代に合わせた啓発 

具体的な施策をどういうふうに広げていくかということですが、環境に対する意識が比較

的高い層も薄い層の方もいらっしゃるし、世代的にもいろいろな層の方がいらっしゃるので、

図表２に例示したように、幅広い層を網羅できるような複数のメニューを用意しておくこと

が必要ではないかと思います。 

図表２ 意識の高さ・世代別啓発手法例 

項目 分類 施策の例（リサイクルプラザに関する取組として） 

環 境 に

対 す る

意識 

 

比較的 

薄い層 

基礎的なごみ処理の知識、ごみの分別区分、３Ｒの意義、リサイクルプラザの取

組等に関する学習や取組に触れる機会の創出など、意識付けを中心とした取組 

比較的 

高い層 

食品リサイクル（生ごみ堆肥化、エコクッキングなど）、フリーマーケットへの

参加呼びかけ、環境貢献活動の説明会開催など、３Ｒに関するより高度な取組 

世代別 

 

児童 学校の環境教育（施設見学、出前講座等）、３Ｒ体験イベント開催 

学生 学内イベントと連携した３Ｒ体験イベント開催や広報 

３Ｒに関する貢献活動（環境ボランティア、指導員育成、地域清掃活動等）の支

援 
社会人・ 

高齢者 
子供や孫などと一緒に参加可能な３Ｒ体験イベント開催 

再生品の譲渡・販売会、フリーマーケット等の開催 

 

継続的な取組みのために 

リサイクルプラザに関する施策や具体的な目標をごみ処理基本計画の中に掲げ、定期的に

評価することによって、リサイクルプラザの役割や施設の位置づけを明確に出来るとともに、

取り組みの改善に繋げていくことができます。計画の期間が５年とか１０年と言いますと、

自治体の担当の方も入れ替わっていきますので、計画の中に位置づけていく事で取り組みを

継承するという意味合いもあるかと思います。 

また、リサイクルプラザを単なる処理施設・資源化施設としての位置づけではなくて、ご

みの減量化とかリサイクルの推進、住民の意識向上に繋がっていく重要な役割を持った施設

で、環境省が掲げている目標の達成に貢献できる重要な施設であるのだということを認識し

て、施設の啓発機能を積極的に活用した施策を効果的に実施することが必要であると強調し

ておきたいと思います。                         ＜了＞ 
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施設見学者とどのように向き合うか 

 

 

大阪産業大学  

花嶋温子 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

小学四年生の 84%が見学している 

2010年に全国の 775のごみの焼却施設にアンケートを実施しまして、94.3％から回答し

てもらいました。 

1年間でごみ処理施設に約 128万人の方が見学に訪れています。そのうち、小学生が 72%

です。全国の自治体の人口と、それぞれの地域の小学生の来場者数を計算いたしますと、だ

いたい小学 4年生の在籍者数の 83％が見学に来ていることになります。 

昭和 55(1980)年の学習指導要領で、小学校の 3～4年の社会科で、下水処理場かごみ処理

場に見学に行ってください、というようなことが書かれています。それで、この年から、83％

全部行っていると計算してみると、既に日本の人口の 3分の 1がごみ焼却場に見学に行って

いるということになります。このままいくと、そのうちに日本人のほとんどが、小さい頃に

ごみの施設に行ったことがあるということになるんです。つまり、「ごみは消えてなくならな

いんだよ」ということを、みんなわかっているということになるわけです。 

 今年の 3月に出

た、日本の持続可

能な開発のための

教育（ESD）の国

内実施計画の中に、

学びの場として焼

却施設やリサイク

ルプラザも入いる

ことになりました。

つまり、ESDのた

めに重要な施設と

して位置付けられ
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たわけです。 

アンケートの内容を簡単に紹介します。 

「小学生の見学プログラムは、誰がつくっていますか？」という質問については、地域の

NPOとか小学校教員が作っているところは少なくて、自治体の環境担当者とか施設の人たち

が、作っているところが圧倒的に多いです。 

「小学生用パンフレットや教材がありますか？」という質問に対して、「ある」が 75％、

「ない」が 19％、「小学校側が作成しているので必要ない」という回答もありました。 

「受け入れる側の職員の気持ちはどうですか？」という質問に対して、「大歓迎」が約半数、

「まあまあ歓迎」が 35％で、「どちらでもない」が 11%、「少し面倒」が 7％でした。中に

は、結局、人員がいらっしゃらなくて、通常の施設の業務をやりながら、見学が来ると、そ

れの対応も別途しなきゃいけないということで、ぜひやってあげたいんだけれども、人手が

足りないというようなお話も、コメントとして書いてありました。 

自発的な気づきを 

環境教育の 3 つの段階として、「気づいて」「理解して」そして「行動する」ということが

よく言われますが、「気づいて」というところで終わって、その先の「理解して」「行動に移

す」というところが弱くなっていないだろうか。どうしても、小学生に対して教えてしまっ

たり、わからせたりということで終わってしまって、自分で本当にああそうだなという風な

気づきになっていないのではないかということが課題ではないかと思っております。 

指定管理制度が導入されて以来、この環境教育の現場も指定管理になっていることが多く

なりました。頑張っても評価されるわけでもなく、逆に、頑張れば頑張るほど、自分の首が

しまっていく、年々、委託料は下げられていく、というようなことが現実に起こっています。 

図書館、公民館、博物館もそういう傾向がありまして、図書館では TSUTAYA が話題にな

っていましたが、公民館も地域の公民館はなくしてしまえ、中央公民館は指定管理でという

ような話もたくさんありますし、博物館も指定管理でというのがたくさんあります。 

ということもあって、この 3つは、どうやって組織の活動を評価しているのかというよう

なことを調べてみたんですけれども、そのときに分かったのは、これらの組織は、たとえば

「日本図書館協会」とか、「全国公民館連合会」とか、「日本博物館協会」とか、それぞれ全

体で横につながる組織がちゃんとある。みんなでつながってなんとかしようっていう組織が

あるんですが、リサイクルプラザとか焼却工場にある啓発施設には、横につながる組織がな

い。そういうことで、私たちも、平成 28年 12月に「環境学習施設を考える会」という組織

を立ち上げました。                            ＜了＞ 
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 活動事例  

 

耳納ねっと！フリーマーケットについて 

―フリーマーケット集客数が年間 3000人― 

 

再生工房 「耳納ねっと！」 

事務局長 小田 好一 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

運営はシンプルに効率よく 

再生工房「耳納ねっと！」は、うきは久留米環境施設組合から指定管理の委託を受けてお

ります。設立は平成 16年 9月。常勤職員は私とパート 1人の合計 2名で、他は教室の講師

であるとか、子ども事業のスタッフ等約 30名で、年間指定管理料は 900万です。 

「耳納ねっと！」の活動は、一つはエコ教室、リユース品販売、そして、これは迷惑施設

に対する地元貢献の意味が強いんですが、青少年育成のための事業、具体的には、ピザづく

り等の体験教室を行っております。 

フリーマーケットは、毎年 5 月・11 月の第 4 日曜日に開催しております。平成 16 年の

11月に始まりまして、今年の 11月で 25回を迎えます。開催時間は、午前 9時から 2時ま

です。最初の頃は、出店料は無料で行っておりましたが、押入れから出してそのまま並べた

ような、明らかに売れない品を並べるお店が出てきましたので、出店者のレベルアップを図

ろうということで、現在は、1 ブースにつき 1,000 円いただいています。例年 90～100 の

店舗が出店されています。1 ブースの大きさがだいたい 4 畳半の大きさで、駐車場は、再生

工房やクリーンステーションの駐車場のほか、付近のゲートボール場や使用していない畑な

ども利用しております。来場者のピーク時には、どうしても路上駐車が出るのが現状です。 

こちらからお貸しするのは枠だけで、テントやテーブル、イス、敷物等は、各自持ってき

ていただいております。 

集客要因の一つなんですが、浮羽共同作業所という、地元の障がい者施設のブースで、地

元の産廃業者と協力して、容器に少し傷があるけれど、パッと見ても新品と変わらないもの

をすごい安い値段で販売をしておりますが、量も多いので集客要因の一つとなっております。 

もう一つの目玉は、すべてリユース品ですが、お皿とか雑貨、物、洋服など「耳納ねっと！」

の販売ブースです。皿を 5 つくらいセロテープでくるんで、100 円とか 50 円とか、安い値
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段で販売をしております。洋服は基本的にすべて 100円、着物もすべて 300円と 500円で

す。着物として使うというよりは、作品の材料として使われる方が多いですから、多少汚れ

ていても材料として、いい材料であれば買っていただけます。 

申し込みの方法ですが、シンプルに効率よくということを目標にやっております。年配の

方にも出店していただけるように、往復はがきで申し込み、返信を出店許可証とするように

しています。また、申し込んだあと出店者の説明会をする手間を省くために、許可証に説明

書を入れております。出店費の支払いは、当日事務所で受け付けています。キャンセル料は

とっておりません。出店者搬入にともなう車の誘導は、万一の事故を考えまして、警備会社

に委託をしております。 

多様な告知方法 

フリーマーケットの告知についてですが、うきは市内と田主丸町の各戸に防災無線という

市から伝達事項等を流す機器が設置されておりますが、その機器を使いまして、うきは市で

3回、田主丸町で 4回流しております。その他、「広報うきは」と、前回・前々回の出店者へ

の案内、新聞、耳納ねっと！の会報誌、フリーマーケットの開催看板等、道路脇に立ててお

ります。また、フリーマーケットの無料掲載サイト等も活用しておりますし、Facebook も

活用しております。 

お得感のあるイベントに 

近年の新たな動きとして、地域老人会による出店をお願いしております。場所・大きさ等

は、他の出店者と比べて少し大きくして優遇しております。それと、地域老人会に駐車場整

備・草刈り・看板設置等をお願いしまして、協力体制を強くしております。このように、地

元の方の協力をいただくことにより、イベントへの愛着・集客が得られるようになりました。 

来場者にとってお得感があるものが必要です。先ほど、障がい者施設や耳納ねっと！のリ

ユース品販売を紹介させていただきましたが、とにかく安く、お得感のある値段で出してお

ります。それと、長く続けてお得なイベントであることをフリーマーケットファンに定着さ

せてきました。イベントのファンも増やしていきました。雨天時延期の際にも、（雨天の場合

は 1週間延びるんですが）、比較的に簡単に対応できるよう、イベント自体をシンプルにして

おります。欲張って、フリーマーケット出店以外の様々なアトラクションを入れない。それ

と、運営スタッフ・出店者の負担をできるだけ少なくすることを心がけています。今後の課

題として、路上駐車の問題とスタッフの高齢化、協力者の減少ということもありますので、

これも若返りを図っていきたいと思っております。 

＜了＞ 
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エ コ フ レ ン ズ い わ く に の 活 動 

―委託費とほぼ同額の事業収益を達成― 

 

「エコフレンズいわくに」会長 

白木吉子 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

ユニークな試み、エコらっく 

エコフレンズ岩国は、平成 11 年のリサイクルプラザ稼動とともに発足し、リサイクルに

興味を持つ主婦と定年後の男性をスタッフとして、とりわけ昨今は、リユース事業に力を入

れており、基地の町ということから、外国人のお客様をはじめ、様々なリピーターとなるお

客様が増え、再生事業の売上も伸びるという、相乗効果を生んでいます。 

リユース事業には、大きく分けて 3部門があります。 

まず一番目に、本・衣類・雑貨等のリユース販売の部門です。本については、市民の皆様

が出された資源品の雑誌類の中の一部を資源回収業者さんから寄付していただいたもの、ま

た、図書館より寄付してもらったもの、その他、直接エコフレンズ窓口まで持ち込まれたも

ので運営しています。通常は、1 冊 20 円で販売していますが、毎月第 3 土曜日を「古本デ

ー」と銘打って、1冊 10円で販売し、大きく人気を得ているところです。衣類・雑貨につい

ても、本と同様の方法で入手しています。リピーターのお客様が増えたこともあり、近年で

は、たくさんの雑貨や衣類を寄付していただくようになりました。この影響もあり、近年の

雑貨・衣類の売上が急激に伸びています。今年からは、学生服のリサイクルにも取り組んで

おり、制服コーナーも新設し、学生を持つ親御さんに、好評を得ているところです。 

二番目は、再生品事業です。大きく分けて、自転車部門と家具部門に分かれます。自転車

については、市内の放置自転車を買い上げて再生販売するケースと、粗大ごみとして持ち込

まれたものを再生販売する二通りがあります。いずれの場合も、防犯登録の抹消や、盗難届

けの確認等、確実に実施し、購入者に安心して、使用してもらえるよう、努めています。家

具については、寄付していただいたものと粗大ごみとして回収したものやプラザに持ち込ま

れたものを再生担当スタッフが、手直しして販売しています。いずれも毎週木曜日が、新規

商品の販売日としており、朝早くからたくさんの市民のかたで、にぎわっております。 

三番目は、エコラック部門です。これは 4段のメタルラックの 1面を月500円で貸し出し、

個人が出店し、フリーマーケットとしてやっていただくシステムです。リサイクルプラザが
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できた当初は、狭い駐車場スペースで、フリーマーケットをやっていた時期もありましたが、

来館者の駐車場の確保の問題と、敷地面積が狭いという問題もあり、とりやめた経緯もあり

ました。そこで、なんとか限られたスペースの中で、リユースの取り組みをできないか考え

た結果、このエコラックシステムができあがったのです。現在は、毎月 100名の出店枠を求

めて、入れ替え日には、朝早くから行列をつくられるという状況になっております。当初は、

ここまで人気のコーナーになるとは考えておりませんでしたが、出店される方、買い物をさ

れる方々のニーズがうまくマッチしたようで、今では、その効果で来館者が増えている、と

いっても過言ではありません。 

また、日頃の感謝の意味を込めて、毎年、春にはプレイベント、秋にはエコフレンズ祭り

を開催して、たくさんの方にご来館いただいております。エコフレンズ祭りにおいては、古

本・古着・雑貨の安売りに加えて、再生自転車や家具のオークションを開催し、盛況を得て

いるところです。また、無料体験講座コーナーや軽トラの新鮮野菜販売、学校給食調理員の

炊き出しなど、毎年様々な取り組みを展開し、エコフレンズ岩国の活動の普及に努めていま

す。おかげさまで、現在においては、秋のイベントでは、1,000 人を超える来場者にお越し

いただけるように成長してまいりました。 

新しい運営体制への移行 

エコフレンズ岩国は、現在でこそ順調に推移しておりますが、これは、組織やルールの見

直しをしたことが、大きく影響しております。平成 23 年に、行政と運営側との考え方の違

いから、メンバーの交代や販売方法の見直しを余儀なくされました。メンバー交代にともな

って、それまでの行政からの委託事業というイメージを払拭し、あくまでも接客業としての

基本にかえり、お客様と接することに努めました。ごく当たり前のことですが、気持ちの良

い接客をすることで、再度来館していただこうという姿勢は、自然とお客様にも伝わるもの

です。 

また、すべての再生品につきましては、即売という形式をとり、本などの購入数の制限等

は廃止いたしました。以前は、展示販売品について、品質を厳選し、一定以上のものしか取

り扱わないことにしましたが、必然的に、お客様を制限する結果となっていました。この状

態を、組織の見直しをしたことを契機に、根本的に、リユース事業なのだから、品質の厳選

はとりやめ、リユースの可能性があるものすべてを対処することに変更しました。 

この結果、販売数も増えまして、お客様が喜んで買い物をしてくれる状態に改善されたよ

うに思われます。 

平成 22 年度と比較して、平成 27 年度には、売上額が約 2.5 倍に伸びております。年間
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150万円だった売上が、約 400万と推移しています。来館者も、平成 23年と比較しており

ますと、平成 27年には年間約 10,000人近くも増えています。 

このようにリユース事業によって、エコフレンズ岩国の収入の半分はまかなわれていると

いう結果になっております。事業の内容によっては、採算がとれていないものもあります。 

それは、自転車の部門についてです。1 台再生するにあたって、売値の倍くらいの人件費が

かかっています。この部門だけで考えると、赤字ではございますが、これはあくまでも、ト

ータルの事業であると考えると、問題はありません。 

おもてなしの心 

家具を購入される方、自転車を購入される方、また、本を購入する方、すべてのお客様が、

エコフレンズ岩国のお客様であり、それぞれのニーズにあわせた商品を取り揃えることによ

り、また来てみようと思われる結果となるのです。来館者を増やすためには、魅力ある施設

とすることが大切です。一度来られたお客様は、必ずもう一度来たくなるような施設になる

よう努力をしております。来館者が増えることにともない、エコフレンズの売上も右肩上が

りになるのです。 

エコフレンズ岩国のスタッフ一同は、今後とも、＜お・も・て・な・し＞の心を大切にし

て、接客してまいります。そのことがリユース事業という内容でありながら、常に魅力ある

施設となり、来館者の増加へとつながると考えております。 

＜了＞ 
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←フリーマーケット（耳納ねっと！） 
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佐 賀 市 エ コ プ ラ ザ の 活 動 

―講座・教室の企画・運営の工夫― 

 

さが環境推進センター理事 

石原太郎 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

再生品販売がリピーターを呼ぶ 

エコプラザは、平成 15年に完成し、平成 16年から NPO法人さが環境推進センターが運

営を委託されています。昨年の総来館者数は 25,979名で、その内訳は、団体見学が 123団

体で 4,690人、講座は 108回行って参加者は 623人、イベントやフリーマーケットは 7,025

人、一般来場者は 17,241人でした。 

再生品を常に販売しております。以前は抽選をしておりましたが、今は即売という形にし

ております。これが、収入にもなるし、リピーターと言いますか、よくお客様にも来ていた

だいています。私たちとしては、再生品販売も展示品のひとつだということです。学習施設

に繰り返し来ていただくということは難しい。言い方は悪いですが、お得なところがないと、

なかなか施設には来ていただけないということで、そういったことをやっております。 

講座で一番多いのは、おもちゃ病院です。なぜ、これが特に多いかというと、対象は子ど

もなんですが、子ども一人でおもちゃを持ってくるわけではありません。家族も一緒に来ら

れるので人数も増えるということになります。実は、おもちゃ病院も一時期、減少傾向にあ

りました。近くのスーパーマーケットにも出張していたんですが、全く申し込みがないとい

う状況もあって、カンフル剤的に「県民だより」のおもちゃ病院特集に紹介してもらったら、

そのあとはものすごく申し込みが増えてきました。市報には毎月載っているんですが、広く

アピールをしないといけないなと思いました。 

刃物研ぎとか、着物レッスンとか、欠けた茶碗のつくろいといったものが上位のほうにき

ています。今は「エコプラザ」と言っていますが、元々はごみ減量啓発施設という言い方を

しておりましたので、何かしらごみ減量に結びつかないといけないということで、物を長く

使うことがごみも減らしますよ、という形で、こういった講座を行っています。リペアのほ

かに、知識・技術を習得していただく、というのもあわせて、刃物研ぎ等も行っているとい

うことになります。 

人を呼ぶのは、終わりのない戦い 

回数は少ないのですが、実は非常に人気があったという講座もありまして、たとえば「環
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境に優しい掃除術」という講座は、従来あまり申し込みがなかったんですが、最近、セスキ

とかマイエンザといったものが、巷で人気があるというのを受けてですね、「セスキで行う環

境にやさしい掃除講座」ということにすると、定員に達するくらいのお申し込みがありまし

た。マイエンザは、食品からつくる菌をつかった消臭剤でお掃除に使えるものなんですが、

そういったものと組み合わせる形にしました。ある程度、トレンドと組み合わせることで、

火をつけることができたという例です 

それと、もう一つ、どうしても比較的年齢が高い方が来てくれるんですが、実際はごみを

たくさん出している人に啓発をしないといけないので、今、まさに子育てをしている親御さ

ん世代に来てもらいたい。おもちゃ病院をやっているのもそういう意味もあります。 

また、体にやさしいということで、布ナプキン、女性用の生理用ナプキンとホットヨガと

の組み合わせの講座を行っています。これも、布ナプキンだけでは、人が集まらない時期も

ありましたので、こういった講座とあわせて行ったという形になります。 

流行り廃りがあります。要望が非常に多いということで回数を増やした結果、需要をある

程度掘りつくしてしまって、人が来なくなった講座というのもあります。刃物研ぎがその例

でして、男性が受講してくださり、要望も非常に多かった。なので、徐々に増やし、現在は

毎月開講にしたんです、そうすると希少性がなくなってきたのか、最近は定員に届かないと

いうケースも出てくる。布ぞうりも、以前は電話をとるのも怖いくらいの時期もあったので

すが、だんだん申し込みも減ってきました。これはある程度需要を掘り起こしたという面も

あると思うんですが、さっきのおもちゃ病院の例もありますので、さらに新しい層、エコプ

ラザ自体知らないよという層にも話を持っていこうと考えております。ですから、これは、

終わりのない戦いだと、私は認識しています。 

大切なことは、「何の為に講座をしているのか」っていうことを忘れないようにするという

ことですね。カルチャースクール的になると、私たちとすれば集客面で助かるんですが、環

境啓発が私たちの目的ですから、こういった施設でわざわざやる意義があるのかという気も

します。先生も、環境の話をしてくださる方ばかりではないです。お願いはするんですが、

どうしても、先生は教えたいし技術をみんなに見せたい、生徒さんは、学びたいし技術を習

得したいという。その二つが結びつくと、講座としては、白熱するんですが、環境啓発はほ

とんど置き去りにされてしまいます。これは、やはり、私たちスタッフが、そこに割って入

るような形で、常に環境啓発のためにやっているんだというのをアピールし続けないといけ

ないと思います。                             ＜了＞ 
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か ご し ま 環 境 未 来 館 の 活 動 

―開館から 8年連続 来館者 10万人を達成！― 

 

公益財団法人かごしま環境未来財団事業課長 

塩川哲郎 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

来館者 10 万人強 

本施設は、リサイクルプラザとか、ごみ焼却施設に隣接した施設ではなく、街中の文教地

区（鹿児島実業高校跡地）に平成 20年 10月に開館した環境学習施設です。最初の 5年間は

鹿児島市の環境協働課の直営でしたが、6 年目からソフト事業のみ委託、翌年公益財団法人

となり、指定管理を受けています。来館者数は、平成 20 年度は半年間で 16 万人、翌年 20

万人に達しましたが、その後減少してきました。昨年は 112,000人と、やや回復傾向にあり

ます。開館以来 8年連続 10万人以上のお客様にご利用していただいています。 

本施設の特徴は、行政と市民、環境保全活動団体や事業所の方々との協働が上手く機能し

ていることだと思います。中でも大きな要因は、鹿児島市が非常に熱心で、きちんと予算を

確保していただいていることだと思います。市長は、環境リーディング・シティーをめざす

と宣言していますし、平成 23 年度に策定された第二次鹿児島市環境基本計画の中でも「人

を育みパートナーシップで築くまち」という項目の行動計画の中に環境未来館を活用して環

境教育学習を推進し、その行動の輪を広げていくことが明記されています。 

かごしま環境未来館では、5つの基本的事業を実施しています。 

1つ目は「環境学習の推進」です。現在は年間 160講座を実施しています。鹿児島市で様々

な活動をされている専門的な方々を講師として依頼し、企画、募集、運営をしています。 

これまで 200人以上に講師依頼の実績があります。他に出前授業・講師派遣（年 100回）、

来館団体の展示案内（年 250回）を行っています。 

2つ目の「環境情報の提供」は、『未来館だより』という広報誌を年 4回、1万部ずつ発行

しています。未来館だよりは、企画・特集記事・デザインをほとんどスタッフが行っており、

好評をいただいています。その他ホームページの運営やほぼ毎月のように環境フェスタや環

境子どもサミット、環境アートフェスティバルなどのイベントを開催しています。 

３つ目は「環境学習・保全活動の支援」です。現在、未来館に登録している団体が 65 団

体あります。各団体のイベントや講座、貸室などの支援を行っています。 
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4つ目は、「考え行動する人を育みます」ということで、未来館サポーター制度を導入して

います。京都の京エコロジーを見学した際に、ボランティアの人たちへの教育、活動がすば

らしいと感じましたので、京エコロジーのボランティア教育担当の方に 3 日間来ていただい

て、環境のことやコミュニケーションについて指導してもらっています。未来館の展示物は、

人を介して気づいてもらうという展示物になっていますから、ただ見たら解るというもので

はないので、ボランティアサポーターのコミュニケーション能力を高めることが、来館者や

スタッフの考え行動する人を育むことにつながると考えています。 

5 つ目が「リユース・リサイクル活動の促進」です。未来館には当館のみで使えるポイン

ト制度があります。廃食油の持込みや新品で未使用の食器などを持って来るとポイントをも

らえます。講座を受講してもポイントがもらえます。もらったポイントで、他の人が持って

来た品物と交換できるというシステムです。 

 これら５つの基本的事業に沿っていろいろなイベントや企画展を実施しています。 

地域 NPOや事業所との連携 

 その中でも特徴的な活動をご紹介しますと、「城西マルシェ」をしています。地域の雑貨屋

さんやカフェ・スイーツのお店を 40 店舗ほど館内に出店してもらい、マルシェを楽しんで

もらうイベントです。マルシェに来られるお客様は、これまでに来館したことのない客層が

多く、環境にあまり関心はないけれど、おしゃれに興味がある人たちです。未来館や環境の

事を知ってもらう良い機会になっています。1日の来場者は、約 4000人でした。 

また「地域まるごと共育講座」を実施しています。平成の大合併で桜島もすべて鹿児島市

になりました。広くなった鹿児島市域すべてを環境学習フィールドとして捉え、市内の様々

な地域で活動する環境 NPOを未来館が支援して一緒にやらせてもらっています。支援内容は、

30 団体が実施する講座を一つずつ紹介する「かごしま環境未来館地域まるごと共育講座 公

式ガイドブック」を 6000部作成して広報の支援をしています。また講座が終了すると 3万

円の活動支援費を払います。必用があれば貸切りバスも支援しています。 

今後は、事業所との協働に更に注力していきたいと考えています。こちらから積極的に渉

外活動を展開していきたいと考えています。ありがとうございました。 

＜了＞ 
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オピニオン① エコプラザを「環境の公民館」に 

佐賀市環境部循環型社会推進課 森清志課長 

 

運営団体と行政の関係 

 エコプラザ運営委員会を年に２回実施するんです。委員さんがい

て事務局があってという配置なのですが、私が担当する前までは課

長が委員の側で、事務局側が委託した NPOなんです。それで NPO

が全部説明するというスタイルだったんですが、それはおかしいの

ではないか、エコプラザの仕事は委託しているだけなんで責任は全

部課にあるはずなのに、いつの間にか市のものじゃなくなってい

る。説明に市の意思が入ってない。今は委員じゃなくてうちの担当職員が説明し NPOは後ろ

に回って何かあったら補足するという形に変えました。 

 それと、人を集めるためには行政が固いこと言ってたらいかん、儲けてもらっていいと、

外で朝市とかしたっていい、それでどんどん人を連れてきたらいいという話を NPOの人達と

するんですよ。先日、何かもっと面白いことはないかと話していて、アートと廃棄物を結び

つけたらどうか、たとえば、粗大ごみのタンスとかを NPOで修理してそこに絵を描いたり色

を塗ったり、付加価値というか、芸術品として再生して売って、佐賀大の美術の専攻の学生

と組んで、その収入は学生と折半したらどうかという話をしていました。そういう意味では

廃棄物はいろいろ使えそうな気がします。 

普及啓発のための財源 

 有料指定袋とか搬入手数料は税の二重負担の論争がありまして、それに対して有料指定袋

の財源はごみ減量のために活用しているんですよという説明をしています。佐賀市の場合は、

ごみ処理費とごみ対策費という２つの予算の費目があるんですが、指定袋の料金収入はすべ

てごみ処理費ではなくごみ対策費に充当しています。つまり、有料収入はごみ啓発事業に使

いますという名目が成り立つんです。ですから、佐賀市の場合はそれほどごみ対策、ごみ啓

発に関する予算のカットはないんです。 

 この仕事に情熱というか啓発しようとする意識を市側が持っていたら予算は多分取れると

思っています。それと、どのように説明するか、たとえば、地球温暖化がこのまま進むと 100

年後にいろんなことが起こります、生態系が変わります、気象変化で 80ｍ級の台風が来ます。

もし今 80m 級が佐賀に来たら、全部吹っ飛ぶんですよね。その時のインフラ復興予算を考

えたら、何十億と何百億かかる、だからそうならないように、今から地球温暖化対策をしな

いといけないという説明を市の財政部局に対してしようと思っているんです。地方自治体が

なぜ環境啓発をするかという事をタイムリーに、今年台風が多いなというときにそういう事

を話すことが効果的だと思っているんです。 

 エコプラザの場合は指定管理制度ではなく委託を採用しています。指定管理にした時の一

つのメリットはトータル的にやれるという事と自由度が増すということがあるんでしょう

が、指定管理になると施設管理会社が入ってきてソフト部門が置き去りにされるということ
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もあって指定管理はハードとソフトに分かれる傾向にあるんです。そうなると、今のスタッ

フの体制が取れなくなるということもあって、委託を採用しています。 

他の公共機関とつなぐ 

私は、エコプラザを「環境の公民館」にしたいと言っています。公民館の手法を取り入れ

る。キーワードでいうと＜集う、学ぶ、結ぶ＞なんです。なぜ公民館でカラオケ教室をする

かというと、税金でカラオケ教室をするのはけしからんでしょ、しかし、＜集う＞の部分で

はそれが必要なんです、カラオケ教室をしてまず人を集める、そこでカラオケ教室の最初の

５分間だけ館長に時間を貰って佐賀市の状況を伝える、そして啓発する、こんな問題がある

んですよと話して、後は楽しんでカラオケをする。あるいは、そこで講座を開くと、中には

人権の講座もあるし料理教室もあります。その中で公民館主催の講座をずっと続けるのでは

なくて、主催講座からサークル活動にしていかなければいけない。講座をずっとお金出して

税金でやるというよりもサークル化を仕込んでいく、意図的にやって行くという事、それが

公民館の仕事なんですけど、それをやりたい。 

公民館には、校区公民館と中央公民館の役割の違いがあって、校区公民館は地域に密着し

ますので、そこには現代的課題がいくつかあるんです、人権、国際理解、環境とかそういう

ものですね、だけど公民館職員が現代的課題の全てを把握できるはずがないですからテーマ

型の公民館が必要になる。中央公民館を一番中心にして、テーマ型の環境の公民館だとか国

際公民館があって、そこに専門の資料とかそういうのを置いておく中間施設という形にした

ら公民館で全部やらなくていい、だから資料とか本とか必要だと思うんです。まだあまり認

識がされていないんですが、プラザに本を揃えて、公共の佐賀市立図書館と共用させている

んです。市立図書館のホームページから検索できるようにしたんです。プラザではまだ 400

冊しかないんですけど 80 万冊の市立図書館蔵書の検索の中に引っかかるんです。だから、

この本面白いねといって検索するとエコプラザにあると出るんですよ。  

公共図書館とも繋がらないといけないし、公民館とも繋がらないといけないという、教育

機関の一つとして位置付けたいと思っているところです。 

＜了＞ 

（平成 28年 10月 16日収録） 
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オピニオン② 地域コミュニティとリサイクルプラザのあり方 

多摩ニュータウン環境組合リサイクルセンター 江尻京子センター長 

 

多摩ニュータウン環境組合リサイクルセンターというのが正

式な名称ですが、ニックネームを「エコにこセンター」と言い

ます。「多摩ニュータウン環境組合リサイクルセンターです」と

電話に出ると、長くなってしまいますし、「リサイクルセンター

です」と言うと、どこのリサイクルセンターかわからない。ど

うしようかということを考えまして、オープンして１年後ぐら

いにニックネームを募集して、「エコにこセンター」に決まりま

した。 

 このエコにこセンターが地域の中でどういう存在であるのか、これからどうあるべきなの

かということを考えてみたいと思います。 

施設の役割 

 そもそもエコにこセンターの役割はごみを減らすとか、ごみの質を良くするというような

ことのはずですが、現実にはすでにかなりごみが減り、分別も進んでいます。多摩清掃工場

には 200 トン炉が 2 つあり、発電し売電していますが、ほとんど 1 炉運転です。その 1 炉

だけでもごみが少ない。言い方はよくありませんが、ごみが必要なのに減っています。だか

らと言って、どこからでも集めてくればいいというものではありません。ごみを減らしてい

くことを地域や社会の中に広げていくということが、そもそも目指すことだったのですが、

実はすでにその目標は、かなり達成されたといえるのかもしれません。そのため、市民の関

心はごみの減量から離れてきているのではないかと思うのです。しかし、生活の中から必ず

ごみは発生するわけですから、無関心であってはならないわけです。分別や減量だけを直視

するのではなく、もう少し違った形での関わり方を提案する時代に変わってきているのかも

しれません。まさに、啓発の過渡期なのでしょう。 

 この施設が地元や地域や社会で本当に必要なのかというとことも考えることがあります。

年間 2000 万円以上のお金をかけて運営、維持しているわけですが、それだけのお金をかけ

るだけの存在価値はあるのか。それだけのお金があれば他のことが出来るでしょうというと

ころまで客観視することが重要であると思います。 

 もっと来館者数を増やすとか、もっと再生品の品ぞろえをよくするとか、イベントの回数

を増やすとかいうことも施設の存在価値の一つといえますが、そのためには、人と経費が必

要になり、もっともっとコストがかかることになります。コストをかけてなにかをやって、

存在感を出すのではなく、この地にこの施設があること、それが必要であるといえなくては

ならないと思うのです。 

 一つは清掃工場との関係の中で必要といえるかどうか。もう一つは、ごみの少ない社会を

維持していくためのツールとして必要かどうかということでしょう。    
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ごみを縦軸にして枝葉を付ける 

 事業展開する中で、ごみを縦軸にしてそれに枝葉をつけて、広げていくことができないだ

ろうかということを考えることがあります。福祉・スポーツ・教育、どんなテーマであって

もごみは出ます。そのごみを減らそうとか分別をちゃんとしようとかいうようなことで、そ

れぞれの団体と連携を持つことは出来ますが、それをどこまで広げるかは大変悩むところで

す。私達はあくまでごみがメインですから、それを踏まえた上で、たとえば、子どもがメイ

ン、障害者がメイン、高齢者がメインといった方々と、どこまでどうバランスを取っていけ

ばいいのだろうかというのがセンターで事業を企画する上での課題の一つです。 

誰のための施設なのか 

 では、誰のための施設なのでしょうか。市民のための施設であることは明らかです。たと

えば、地域のごみを出している人達、これから大人になっていく子ども達、地元の大学に通

っている学生であったり、または商店であったり、その人たちにとって良いものであり有効

なものであることが非常に重要であると思いますが、スタッフのモチベーションが高くなけ

ればよい運営はできません。運営する側のスタッフが生き生きとしていることが大事で、自

分が楽しんで働くこと、単に１時間幾らと時給をもらうためのパートやアルバイトというこ

とじゃなく、ここで働いている意義、心意気が非常に大切だと思います。なので、誰のため

の施設かと言うと、当然、市民の人達のものであるわけですが、運営する人のための施設で

もなくてはならない。スタッフ自身がごみを出す一人として育っていくということは、セン

ターで働くことで自分自身をレベルアップし、それが喜びとなり、かつ、それが社会に役立

つことをよく理解し、仕事をすることができる人になっていくということではないかと思う

のです。そして、もう一つは多摩清掃工場のための施設であるということ。清掃工場に届い

たごみがどのように処理されていくのかを排出者に知らせる場になっています。 

「地域」と「地元」 

 「地域」と「地元」の違いということですが、地域の中に地元があるということです。私

共が地域というのは、八王子市と町田市の多摩ニュータウン地域と多摩市全域。多摩清掃工

場の処理区域のことです。このエリアがセンターが対象としている地域で、その地域の人達

に色々な情報を提供したり、地域の人達が利用できるような施設を作っていくということに

なります。 

一方、清掃工場がある地元の人にとって、日夜工場が傍にあるということは決して嬉しい

ことではないし、歓迎できることでもありません。次に作るときは、もっと住民と一緒に考

えるような工場を作ってもらいたいということを、よく地元の人達が話しています。私はこ

のエコにこセンターを運営して思うのは、常に清掃工場の存在を意識していないとすべての

事業がブレるということ。清掃工場は地元あってのものであり、センターは工場あってのも

の。エコにこセンターがあって多摩清掃工場があるわけではないということ。この位置関係

をよく肝に銘じて、地元自治会の方々の所へ行ったり、色々お話を聞いたり、お願いしたり

して関係を築いてきました。お陰さまで最近では、地元のみなさんとご近所どうしの会話が

出来るようになってきました。それが 15年という長い月日の大きな成果だったと思います。 

 センターをオープンするとき、私は、できるだけ個人の方を何とか誘いだせないだろうか 
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と考えました。力のある地域の団体に企画をお願いする方法もありますが、実力を持ってい 

ればいるほど強いカラーが出てきます。決して悪いことではありませんが、この施設を地元

メインにするためには、可能な限り、個人が関われることを増やし、一人でもフラリと寄れ

る場所にしたいと考えました。 

そういう点で、男女どなたも関心のあるものはなにかと考え、ここ数年前からですが、小

さな家電の不具合を相談できる場を作ることにしました。おもちゃ病院という活動がありま

すが、そこに所属しているドクターの有志と個別に話をし協力してもらうことにしました。

丸投げせず、いっしょに活動を作っています。 

今までグループに所属していなかった個人の人達がセンターに来ることによって、新たな

カラーを作り出し、この地にふさわしい施設になっていく。地元に根ざした施設こそ、地域

に根差した施設となり、存在価値が生まれる。清掃工場が私たちの暮らしを維持するために

なくてはならない施設であり、その工場にとって、エコにこセンターのような啓発施設は必

要不可欠なものであると言いたいです。 

公的施設の限界 

 人材育成は課題の一つです。常に契約期間を考えながらでないと人材育成ができないとい

う現実は辛いです。ようやく一人前になっても、契約期間が終われば放り出されてしまうわ

けです。 

また、私たちは、施設運営を受託しているわけで、この施設を使って、施設内で事業をし

なくてはなりません。外部のイベントや行事などへのお誘いを受けることはありますが、施

設運営という契約からずれることになります。しかし、多くの人達にセンターの存在を知っ

てもらい、ごみ問題に関心を持ってもらうことは重要なので、私は広報担当として、積極的

に外部に出るようにしています。また、ごみ問題はすべての人達に関連しているので、障害

を持った人にも、お年寄りにも、子どもたちにも関わってほしいと思いますが、福祉課、高

齢課、子育て課といったように担当している部署はいろいろです。しかも、一部事務組合の

施設ということもあり、行政の組織や分野を飛び越えての事業には悩むことが多くあります。

民間同士や NPO の活動であればもっとおおらかにネットワークを作ることができるのにと

思うこともあります。 

このように、公共施設、契約、縦割りについての制限が出てくるわけですが、それもすべ

て受け止め、ある種の覚悟がないとセンターの運営はできないと私は考えています。 

私たちのまちのコミュニティセンター 

エコにこセンターのパンフレットの真ん中のところに、「私たちのまちのコミュニティセン

ター」ということを書いています。3Rやごみを減らすということを通して、まちの中のコミ

ュニティを作る。そういうセンターでありたいと。それがエコにこセンターですよというこ

とを打ち出したものです。また、運営コンセプトは「地域」「わざ」「次世代」です。「技」と

いうのはひらがなで「わざ」としました。何かを作ったり直したりと、いわゆる手仕事的な

ものを継承していく、そうやって個人ができることをしていこうというようなことで「わざ」

としています。それから、次の世代に継承したり、先を見据えた事業展開をしていくという

ことで次世代。地域については先にのべたとおりで、この３つのコンセプトを掲げています。 

                                      ＜了＞ 

（平成 28年 6月 13日の講演録を要約） 
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オピニオン③ リサイクルプラザ運営団体の悩み 

アースの会（沖縄県） 宮良弘子代表 

活動の原点 

 子育てしている時に、同じ悩みを持つお母さんが集まって

「こだまり」というグループを作っていました。那覇市は、

デパートに行っても子供用のトイレもないくらいで、子育て 

する母親にとって住みにくい街だったんです。だから、みん

なで「子供と行ける場所」の情報を掲載した冊子を定期的に

出していたんです。平成 9年にリサイクルプラザを稼働しよ

うとするとき、こういうグループならなんとかやってくれる

のだろうということだったと思うんですが、声を掛けてもら

いました。最初は活動の場ができた、自分たちもこんなことができるんだということが嬉し

くて、おまけに「お小遣いまでもらえるんだぁ」という発想で、委託金額のことはまったく

考えませんでした。それが今となっては足かせになってしまいました。若い環境 NPOが事

業を受託する際「アースの会の受託金額を目安に」と、行政側から言われ、自分たちが前例

を作ってしまったことに胸が痛みました。 

行政との関係 

 私たちのグループも高齢化が進んでいます。歳をとると親の介護も出てくるし、若手を入

れたいけれど、今の委託費では入れることはできません。日本のこういう仕事は主婦で支え

られているという面があって、システムは変わらないままです。時間給だけで、交通費も出

ない、福利厚生費も出ない、人を育てるための経費もありません。役所は職員を育てるため

に大きなお金をかけているのに、私たちにはありません。 

 市の担当者とは頻繁にコミュニケーションを取っています。人によっても違いますが、彼

らは親身にこちらの話を聞いてくれます。でも、上司との板挟みになっている場合もあるし、

多くの人は 1年で変わってしまいます。こちらの話を「そうですね」って聞いたうえで、そ

のまま異動してしまいます。「どうしたらいいか考えてから移ってよ」というのですが、な

かなか難しい。 

施設見学対応 

 メーカーが作ったマニュアルは、見学対応の現場では役に立つ内容ではありませんでし

た。そこで、自分たちで現場に合った新しいマニュアルを作りました。ただ、マニュアルど

おりに話すのは最低限にして、相手を見ながら、時にはテレビの話題も入れますし、退屈し

ないように工夫します。見学者の中にはごみの歴史に詳しい人もいますから、それにも答え

ることができるようにしないといけません。それにしても、こういった施設はなんで現実離

れしているのでしょうか。たとえば沖縄は自転車に乗る人はごく一部の人に限られ、また施

設内に修理するスタッフもいないのに、立派な自転車の洗い場があるんです。こんな不思議

なところはたくさんあります。本土のメーカーの発想だけで作られ、使う人の意見が入れら

れていないんです。最初の段階から施設を使う市民の意見を入れてほしいものです。 

ネットワークの必要性 

 情報誌を作るだけではなく、活動しているグループ間で情報交換できる場を作って欲しい

と思います。自由に書き込みができるホームページとか、せめてメーリングリストが欲しい。

情報が欲しいし、なによりも仲間で愚痴をこぼすことができる場が欲しい。    ＜了＞ 
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第三章 

市 民 意 識 調 査 

 

 

 市民のリサイクルプラザに対する意識を把握するためにアンケート調査を実施した。調査

は大きく 2 種類に分かれ、一つは福岡市民と佐賀市民を対象にしたインターネット調査であ

り、一つはうきは市民を対象にした面接調査である。図表 3-1に、それぞれの都市規模なら

びにリサイクルプラザの名称を示した。福岡市の場合は、地下鉄終点駅から徒歩 20 分の位

置にあり、佐賀市の場合は佐賀駅からバスで 15 分の位置にあり、うきは市は近隣バス停留

所から徒歩 15 分の位置にある。いずれも、公共機関によるアクセスは悪いが、リサイクル

プラザの活動は活発に行われている。 

 

 

 

図表 3-1 調査対象地域 

地名 人口（平成 27年国勢調査） リサイクルプラザ 

福岡市 1,538,510人 臨海３Ｒステーション 平成 13年 3月稼働 

佐賀市 236,398人 佐賀市エコプラザ 平成 16年稼働 

うきは市 29,540人 耳納クリーンステーション 平成 15年 9月稼働 

 

 

図表 3-2 調査方法と調査対象者 

  

調査方法 

対象者数 

性別 年齢 合

計 男 女 不明 39未満 40～59 60以上 不明 

福岡市 インターネット 93 107 - 67 101 32 - 200 

佐賀市 インターネット 121 79 - 55 103 42 - 200 

う

き

は

市 

一般市民 面接 109 286 41 93 102 226 15 436 

市役所職員 調査票配布回収 78 44 10 69 47 9 7 132 

小学校保護者 調査票配布回収 11 184 11 110 83 3 10 206 

全体 ― 198 514 62 272 232 238 32 774 
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１．リサイクルプラザの周知度 

 福岡市・佐賀市は、いずれも 20%を超える者が「行ったことがある」と答え、「場所を知

っている」者も含めると 40%強がリサイクルプラザの存在を認識している。一方、うきは市

は 90%を超える者が「知っている」と回答しており、情報の入手方法は「市の広報」「知人

から」が圧倒的に多い。うきは市が圧倒的に認識度が高いのは、比較的見通しのいい場所に

設置されていることもあるだろうが、フリーマーケットや講座などへの参加率も高いことか

ら、市民によく認識された施設であると評価できるだろう。 

 

図表 3-3 リサイクルプラザの周知度（福岡市＋佐賀市） 

 

 

図表 3-4 リサイクルプラザの周知度（うきは市） 
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男（N=214)

女（N=186)

15-39歳(N=122)

40-49歳(N=101)

50-59歳(N=103)

60-69歳(N=74)

Q：あなたはリサイクルプラザの存在を知っていましたか？

場所は知っているが、行ったことはない

行ったことがある
場所は知らないが、そのような施設があ

ることは知っている まったく知らなかった
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一般住民(N=436)

市役所(N=132)

小学校(N=206)

（％）
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２．フリーマーケットに対する認識 

 福岡市、佐賀市については、フリーマーケットに参加したことがある者は 10%に満たない

が、「今後は参加したい」とする者は 30%を超えており、広報の方法によっては、参加者増

が期待できることを示している。一方、うきは市については、出店したことがある者が５％、

見に行ったことがある者が 32%に達している。なお、参加したことのない者のうち、今後も

参加する予定のない者は 40%弱であり、広報の如何によっては参加増も期待できる。 

 

図表 3-5 フリーマーケットへの参加（福岡市＋佐賀市） 

 

 

図表 3-6 フリーマーケットへの参加（うきは市） 
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Q： リサイクルプラザでは、不要になった衣類や家具や食器、おもちゃを持ち寄って販売するフ

リーマーケットを実施していますが、それについてお答えください。

出店したことがある

購入するために
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参加したことはないが、今後は参

加することを検討したい
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合計

出店したことがある 見に行ったことがある 参加したことはない 無回答
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３．講座・教室に対する認識 

 福岡市・佐賀市については、過去に講座・教室に参加したことがある者はごくわずかであ

るが、「今後参加してみたい」とする者が 20%～30%に達しており、特に「エコクッキング」

「ガラス細工」「包丁研ぎ」への参加意欲が高い傾向がある。一方、うきは市については、す

でに 20%弱の者が「参加したことがある」と答えており、参加したことがない者でも講座の

種類によっては参加したいとする者がかなり多く、特に若い層にその傾向が顕著である。 

 

図表 3-7 講座・教室への参加（福岡市＋佐賀市） 

 

 

図表 3-8 講座・教室への参加（うきは市） 

 

参加したことがあり
今後も参加したい

参加したことがある
が今後は参加しない

参加したことはないが今
後参加してみたいと思う

参加したことはないが今後
も参加しないと思う

１．裂き織り、布細工 1% 0% 16% 83%

２．段ボールコンポスト 1% 1% 20% 79%

３．エコクッキング 1% 1% 30% 69%

４．木竹工作 1% 1% 25% 74%

５．ガラス細工 0% 1% 30% 69%

６．紙すき 1% 0% 20% 79%

７．おもちゃ 1% 0% 19% 80%

８．包丁研ぎ 1% 1% 33% 67%

９．紙細工 1% 0% 20% 80%

１０．夏休み親子教室 1% 0% 15% 84%

１１．自然教室 1% 1% 24% 75%

１２．地場産業教室 0% 1% 24% 75%

１３．その他 0% 0% 0% 0%

Q：リサイクルプラザでは、衣類のリフォームやエコクッキングなど環境にやさしい生活を学ぶための講座や教室を開催
していますが、それについてお答えください。

0% 20% 40% 60% 80% 100%

面接調査

市役所

小学校

40歳未満

40～59歳

60歳以上

合計

参加したことがある 参加したことがない 無回答
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図表 3-9 参加したい講座の種類（うきは市） 

 

４．リペア・リユースに対する認識 

福岡市・佐賀市は、過去にリユース品を利用したことがある者はごくわずかであるが、「今

後利用したい」とする者は、家具で 40%、自転車で 36%に達している。うきは市について

は、購入したことがある者が 14%である。購入したことがない者に、今後の意向を聞いたと

ころ、家具や小物日用品、自転車に対する興味が強く、「購入する予定はない」者は 30%弱

であった。 

 

図表 3-10 リユース品の購入（福岡市＋佐賀市） 
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（
％
）

Q:どんな講座が開催されたら参加しますか

20歳～40歳未満

40歳～60歳未満

60歳以上

利用したことがあり
今後も利用したい

利用したことがある
が今後は利用しない

利用したことはないが今
後使用してみたい

利用したことはない。使用
したいとも思わない

１．家具 4% 1% 40% 55%

２．小物日用品 2% 1% 32% 65%

３．自転車 2% 1% 36% 61%

４．衣類 3% 2% 26% 70%

５．おもちゃ 2% 0% 17% 81%

６．ベビー用品 1% 1% 12% 87%

７．その他 0% 0% 0% 0%

Q：リサイクルプラザでは、使わなくなった家具や自転車、衣類を提供（リユース）していますが、それについてお答えく
ださい。
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図表 3-11 リユース品の購入（うきは市） 

 

５．3Rという言葉の認識 

 うきは市については、本調査対象者の特異性を把握するために、「３Rという言葉の周知度」

を調査し、その結果を内閣府調査結果と比較した。本調査と内閣府調査は、「３Rという言葉

を知っている、聞いたことがある」が共に 50 数％であり、また男性の方が周知度が高いこ

とや 60 歳以上の周知度が低いことも含めよく類似した結果となっており、このことから本

調査対象者は廃棄物の資源化・リサイクルという点について、ごく一般的な知識を有してい

る者であると推定された。 

 

図表 3-12 3Rという言葉の周知度（うきは市）  単位：％ 

 

 

 

言葉の意味を
知っている

意味は分からないが、言
葉は聞いたことがある

聞いたこと
もない

無回答

全体 29 28 36 7
男 37 27 32 4
女 28 30 37 5
20歳～40未満 36 28 34 2
40歳～60未満 30 33 35 1
60歳以上 22 26 42 10
全体 33 25 41 1
男 38 22 39 1
女 29 28 42 1
20歳～40未満 41 28 31 0
40歳～60未満 42 27 30 1
60歳以上 23 22 53 2

＊平成24年6月、環境問題に関する世論調査、内閣府

内
閣
府
調
査
＊

本
調
査
結
果

0
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30

①
家
具
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日
用
品

③
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車

④
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ゃ

⑥
ベ
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用
品

⑦
そ
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他

⑧
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入
す
る
予
定
は
な
い

（％
）

Q:どのような製品が展示されていれば興味を持ちますか

リユース品を購

入したことがあ

る
14%

購入したこと

がない
75%

無回答
11%
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６．少子高齢化とリサイクルプラザ（うきは市） 

 少子・高齢化社会の中でリサイクルプラザが貢献する役割がないかどうかを聞いたところ、

回答者のうち約半数が「期待する」と回答している。期待する内容としては、「伝統技術の伝

承」「マナーが芽生えるような地域活動」「ふるさとへの愛着が芽生えるような地域活動」が

多かった。 

 

図表 3-13 少子・高齢化社会とリサイクルプラザ（複数回答） 

 

 

７．生涯学習とリサイクルプラザ（うきは市） 

リサイクルプラザを生涯学習の場として活用する可能性を把握するために、生涯学習への

参加経験、参加意欲について聞いたところ、約 3分の 1が参加経験があり、残りの約半分が

今後参加したいと答えている。特に若い層で今後参加したいと思っているものが多く、対象

となる分野も多岐に亘っている。 

今後は、これらのことを踏まえた上で、リサイクルプラザが提供できるプログラムを検討

していくことが望まれる。 

 

図表 3-14 生涯学習とリサイクルプラザ 

 

 

 

 

（文責：大澤正明） 

Q地域の子供たちとのかかわりの中で高齢者に期待すること ％

（１）登下校時の子供の見守り活動 47

（２）地域清掃活動の指導 17 期待する 34

（３）ふるさとへの愛着が芽生えるような地域活動 27 期待しない 32

（４）社会マナーや環境マナーが芽生えるような地域活動 28 無回答 33

（５）伝統技術の指導 34

（６）その他 1

（７）特にない 11

耳納ねっと！期待するか

40歳未満 40～59歳 60歳以上 合計 34

(1) ある 43 37 40 35 26

38

33

(3) 今後も参加する予定はない　 5 32 28 29 12

4

28 20 28

⑥その他

①趣味的なもの（音楽、美術、華道等）

②教養的なもの（文学、語学、歴史等）

③健康・スポーツ（医学、健康）

④家庭実用（料理、洋裁）

⑤育児、幼児教育

今まではないが、今後参加

したいと思っている

Q：生涯学習のような場に参加したことがあるか。　　　　　　　　　　　単位：％

(2)
47
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第 4章 

耳納ねっと！（福岡県うきは市）の取組み 

―モデルプロジェクトー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 4-1 プロジェクトのアウトライン 

【プロジェクトの目的】 

 「耳納ねっと！」は、「循環型社会を目指し廃棄されるものを最小限に抑える」ことを目的に設

立された耳納クリーンステーション内再生工房を運営するために、うきは久留米環境施設組合から

指定管理の委任を受けた任意団体である。本プロジェクトは、以下の目的を達成するために、平成

30年度を目標年次とし実施するものである。 

(1)「うきは久留米環境施設組合」のごみ減量・リサイクル率の向上に寄与するための新規事業を

実施する。 

(2)事業収益の向上を図る。当面 100万円の増加を目標とする。（平成 26年度実績で 188万円） 

(3)入館者数の増加を図る。当面 1,000人の増加を目標とする。（平成 26年度実績で約 8,000人） 

アンケート調査 

全国リサイクルプラザ 172施設 
ヒアリング調査 

全国リサイクルプラザ 12施設 
運営委員会の議論 

14人、2回開催 

平成 27年度実施 

比較評価・課題の抽出 

改善策の検討 

左手の建物が再生工房。右手奥が RDF（固形燃料化施設）の工場棟。手押しポンプを整備
して設置しているところが、この施設の目指すところを象徴しているのかもしれない 
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１．現状評価・課題の抽出 

 全国のリサイクルプラザへのアンケート調査やヒアリング調査を実施した結果と「耳納ね

っと！」の実態を比較評価した結果を図表 4-2に示した。 

 

図表 4-2 比較・評価 

項目 評価 備考 

ごみ排出、資源化 ① ごみ排出量については、生活系・事業系ともに全国平均値よ

り少なく良好。 

② リサイクル率は、22.4%であり、全国平均値よりも良好。 

③ 粗大ごみ排出量は、32g/人・日であり、全国平均値より多い。 

図表 4-3 

リ

サ

イ

ク

ル

プ

ラ

ザ

の

活

動 

フリーマーケット 

 

年 2回開催している。参加者数は極めて良好で、人口比で見ると

全国 2位に位置する。 

図表 4-4 

講座・教室 

 

講座・教室の参加者数は極めて良好で、人口比で見ると全国 1

位である。 

施設見学対応 施設の見学者数については、低調である。特に多くのリサイクル

プラザが受け入れている小学四年生の見学は、RDF 施設のみに

とどまっており、リサイクルプラザはまったく受け入れの対象に

なっていない。これは、見学者説明を担っている組合事務局が

RDF建屋内に置かれていること、学校側が見学に避ける時間が 1

時間程度であり、建屋が分離しているリサイクルプラザまで足を

延ばすことが困難な面があることによる。 

リユース・リペア 

 

リユース・リペア数については、極めて低調であり、リユース・

リペア事業を実施しているリサイクルプラザの中でも、家具の販

売数は最下位に位置している。 

粗大ごみ排出量に対する家具などの再生利用率は 0.14%であ

り、全国平均値（0.3%）と比較してもかなり低く、先進的な自

治体と比較すると 10数%にしか過ぎない。 

図表 4-4 

 

 

図表 4-5 

収益性 収入内訳を他施設と比較すると、「会費収入」「講座収入」「イベ

ント収入」は善戦しているが、展示販売収入は極めて低調である。 

図表 4-6 
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図表 4-3 うきは市のごみ排出状況（平成 25年） 

項目 うきは市 全国 

人  口  （人） 31,842 128,394千人 

ごみ排出量 

(g/人・日) 

生活系 608 678 

事業系 212 280 

合計 821 958 

リサイクル率 （％） 22.4 19.01) 

粗大ごみ量 

 

t/年 377 1,022,690 

g/人・日 32.4 21.8 

１）固形燃料、焼却灰・飛灰のセメント原料化、セメント等への直接投入、飛灰の山元還元を除く 

 

 

図表 4-4 リサイクルプラザ活動状況比較 

 うきは市 リサイクルプラザ平均 

フリーマーケット参加者（人/千人） 78.3（2/87） 17.2（N=87） 

講座の参加者数     （人/千人） 44.7(1/99) 3.7(N=99) 

見学者数       （人/千人） 2.8（130/150） 10.9(N=153) 

リユース・リペア数   （個） 

（家具＋自転車＋家電）  

30(80/80) 832(N=80) 

＊うきは市のカッコ内は、全国に対する順位 

 

 

図表 4-5 家具などの再生利用率 

 うきは市 全国２） A市 B組合 

粗大ごみ排出量（t/年） 377 1,876千 t 5,159 1,769 

再生利用量  （t/年） 0.511) 5,924t 63 17 

再生利用率   (%) 0.14 0.3 1.2 0.9 

1)平成 26年度の再生利用量 30個＊17kg/個（全国平均）＝0.51t 

２）全国の「再生利用量」は環境省廃棄物処理技術情報から算出 

  

 

図表 4-6 収入内訳（委託費を除く）           単位：千円 

 耳納ねっと！ A市(人口約 14万人) B市(人口約 27万人) 

会費収入 175 44 589 

講座収入 850 1,053 1,000 

展示販売収入 310 3,905 3,6802) 

イベント収入 480 387 330 

その他 70 6111) 70 

合計 1,885 6,001 5,669 

 

 



64 

 

２．改善の方向 

１）見学者対応の改善 

施設見学者を受け入れる目的は、大きく以下の 2点である。 

①当該施設の目的や安全性を知らせるとともに、適正に運営するために分別等ごみの排出に

留意するべきことを周知する。 

②ごみ減量・リサイクルの必要性を知らせるとともに、そのための具体的な方法を周知する。 

 前者については、主にハード施設（RDF施設）が担うことができるが、後者については主

にリサイクルプラザの役割である。従って、リサイクルプラザの活動を見学コースに入れな

いことは好ましいことではない。 

新たに見学者を受け入れるにあたっては、以下の点について事前に準備しておくこととす

る。 

①リサイクルプラザの活動（講座・教室、フリーマーケットなど）を実施する目的、実施す

ることによって得られる環境対策や廃棄物対策への効果、参加することによって得られる

参加者のメリット、参加を希望する場合の条件、などを説明できる教材を作成するととも

に、説明できる人材を複数名育成する。 

②小学校関係者にヒアリングし、説明に要することができる時間や説明内容に関するすり合

わせを実施する。 

 

２）リユース・リペア事業の推進 

 家具・衣類などのリユース・リペア事業を積極的に実施するとともに、リフォーム教室な

どで制作した製品を有償で販売することも検討する。具体的には、図表 4-7に示す基本方針

で開始を検討する。 

 

３）その他 

耳納ねっと！の将来の活性化を図るために、以下の点について検討するものとする。 

・参加者・来館者増を図り、市民のニーズに合致した取り組みを実施するために、市民アン

ケートを実施する。（平成 28年度に実施済み） 

・講座・教室への参加者増を図るために、新規講座の開発を実施するとともに、特に男性向

け、子供向けのメニューを検討する。 

・地域の企業との連携を図るために、企業とのコミュニケーションの場を積極的に確保する。 

・うきは市の人材や自然資源の発掘に努め、連携の在り方を検討する。 

 

 



65 

 

図表 4-7 リユース・リペア事業の基本方針 

家具類のリユース・リペア ・家具類の受け入れは、処理部門との連携を保ちながら、粗大ごみと

して搬入されたものの中から再生工房担当者がピックアップする。 

・従来通り、持ち込み家具についても受け入れるものとする。 

・家具のリペアは当分実施せず、簡単な清掃をした後展示する。 

・展示場所を確保するために、現在使用している保管庫を二分し、一

方を保管部分とし、一方を販売部分とする。 

・保管家具が多くなった場合は、工場棟を使用するか、あるいは、他

の適当な場所を確保する。 

・家具の清掃については、現在委託しているシルバーセンターによっ

て実施する。 

・販売価格は、事務局が設定し、運営委員が承認する。 

・販売収益は、全額耳納ねっと！の収入とする。 

・販売方法は、当面は展示即売方式とする。 

・販売対象者は、市内・市外を問わない。 

・販売品のリストは、価格・寸法・写真を明示した上でホームページ

に適宜広報する。 

衣類のリユース販売 ・衣料品などの受け入れにあたっては、品質確保などに関する規約を

明確にし、ホームページや広報誌において市民に周知する。 

・衣料品は一時保管した後に再生工房内に展示する。 

・販売価格は事務局が設定し、運営委員会が承認する。 

・販売方法は、展示即売方式とする。 

・販売対象者は、市内・市外を問わない。 

・販売収入については、全額耳納ねっと！の収入とする。 

・販売品の種類についてホームページを通じて広報する。 

リフォーム教室などの作品

の販売 

・リフォーム教室において制作したもので、製作者が販売を希望した

ものについて販売する。 

・製品は、再生工房内ならびに耳納ステーション内の施設において販

売する。 

・販売価格のうち、8割を製作者の収入とし、2割を耳納ねっと！の収

入とする。 

・当面は、再生工房以外で制作した製品についても、耳納ステーショ

ンの設立趣旨に一致するものであれば販売することが可能とする。 

 

 

 

（文責：大澤正明） 
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            （新しい取組み） エコ教室作品展の開催  
 
平成 28年 10月 21日（金）～23日（日）の 3日間、エコ教室作品展を初めて開催した。 

リフォーム教室や布ぞうり教室・裂き織り教室などで主に生徒が作成した作品を展示販売し

たり、親子ピザ作りなどを実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       布ぞうり販売                     リフォーム作品販売 

 

 

親子でピザ作り。2台の窯をフル稼

働し、スタッフ 12名で対応した。 

案内用はがき。900枚印刷・配布 

①展示販売：売上 278,100円、 

②来場者：約 500人 

③親子ピザづくり：親子 66名参加 

 

 

 

事務局長の名を

冠した珈琲舎

は、3日間で150

名が利用した。 
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 金継ぎ教室見聞記  

割れてから、はじまること 

NPO法人生活環境ネット C&C 大澤正明 

静かだった。おしゃべりに夢中になることもなく、一心不乱に接着した部分を紙やすりで

研いでいる。この教室の講師をされている川口先生は、なによりも根気が大切だという。器

用であることは望ましいことではあるけれど必須ではない、根気よく、直したいと思う気持

ちを強く持ち続けることが大切なのだと。割れたものを繋げること自体はさほど難しいこと

ではないが、それを美しく見せるのは時間がかかることだという。 

 欠けたところを刻苧（こくそ）といわれるご飯と土と漆を練り合わせたもので埋め、さら

にそれより目の細かい錆（さび）を入れ、乾かして研ぐ

を繰り返したところで黒漆を塗る。漆の厚さは 1回で約

0.5 ミリ、それをやすりで軽く傷つけることで漆の食い

つきがよくなるので、さらに塗り、それを何回か繰り返

しているうちに表面が滑らかになり、金を蒔くことがで

きる状態になるのだそうだ。根気のいる仕事だ。 

受講の条件として、「修理したい陶磁器を持参するこ

と」と書いてある。私ならどんな陶磁器があるだろうかと考えたが思いつかなかった。つい

数日前に食器を洗っていて、小皿を一枚割ってしまったのだが、家族に怪我をさせないよう

に気を付けて拾い集めそのまま捨ててしまった。陶磁器とはそういうものだと思っていた。 

教室に参加されていた原田さんは、友人からもらった大切な花瓶を割ってしまったのだけ

れど、捨てるのは忍びなくて、割れたままの花瓶を後生大事に抱えて引っ越しを繰り返して

きたのだという。今、やっと何年か越しの願いがかなって嬉しいと笑う。その話を聞いたと

き、30年ほど前に両親が唐津で買ってくれた湯飲み茶碗のことを思い出した。30年間で 2･

3 度しか使わず食器棚の奥にしまい込んでいた。割ってしまうことがこわかったのだ。彼ら

が生きているうちは、割ると老いた彼らまで死んでしまいそうな気がしたし、彼らが亡くな

ってしまった今は、割れると記憶が失われるような気がしてこわいのだ。 

そうではないということが今は分かる。割ってしまってから始まることがあるのだから。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（左）川口先生。今は月に 2回熊本

でも金継ぎ教室を開催している。地

震で失われた思い出の器を蘇らせ

る手伝いをするためだ。 

（右）手前は原田さん。奥は合屋さ

ん。スタンド式ルーペを使って根気

よく紙やすりで磨く。合屋さんは、

昨年の夏からほぼ半年間通い続け

ているという。18時から 20時まで

の 2時間は、過去と未来に向き合う

密度の濃いひと時なのかもしれな

い。金継ぎは、人の思いを継ぐこと

でもあるのだ。 

 

 

 

 



68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リサイクルプラザの今とこれから（平成 28年度版） 

 

発 行  2017年 3月 31日 

                 編 集  大澤正明 

                 発行所  NPO法人 生活環境ネット C&C 

                 〒816-0961福岡県大野城市緑が丘 3丁目 12番 9号 

                       Tel    : 090-6298-9459 

                        Email  : m-osawa@l-env.net  

                                             U R L : http://www.l-env.net 

 

 

 

表紙のことば 

人の＜手＞をかけることによって、不要になったも

のに再び命が灯る。裂き織りの糸を紡ぐことによっ

て新しい布ができ、その活動によって人が集う。 

・・・そんな想いを表現しました。 

山下泉（福岡県うきは市） 

http://www.l-env.net/
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