
Ⅰ.実施概要 

■日時:平成 20 年 10 月 21 日(火) 14:00～16:30(受付 13:30～) 

■会場:ホテルグリーンパーク津(津駅隣接)伊勢･安濃の間 

■プログラム 

 ●講演会 

  演題｢循環型社会構築への提言 ～一人一人ができること～｣ 

     講師:平野次郎氏 学習院女子大学特別専任教授･環境省３Ｒ推進マイスター 

 ●３Ｒ取組事例の紹介 

  ①｢三重大学の３Ｒの取り組み｣  

         三重大学環境ＩＳＯ学生委員会委員長 松野いずみ 氏 

  ②｢鳥羽市リサイクルパークの取り組み｣ 

     ＮＰＯとばリサイクルネットワーク理事 高屋充子 氏 

  ③｢レジ袋削減運動について｣ 

    伊勢市環境部資源循環課ごみ減量推進係長 黒瀬尚人 氏 

株式会社ぎゅーとら コンプライアンス対策課 高橋美貴 氏 

 ●３Ｒ取組事例展示コーナー開設 

     ・取組事例パネル展示 

   ・風呂敷活用講座  等 

■参加者募集方法等 

 ●県内各機関等に掲示のポスター閲覧者から、ＦＡＸ又はＥメールにより､中部地方

環境事務所に申し込み頂いた。  

  申し込み者に｢参加証｣をＦＡＸ又はＥメールにて送付。当日に受付にて提示頂いた。 

■参加者 

 ●１２５名 
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Ⅳ.プログラム 

 ※司会進行 向原千草／株式会社エスパ 

１．開会(主催者)挨拶 

■環境省中部地方環境事務所長 市原信男 

 

 

 

 

 

 

環境省中部地方環境事務所長の市原でございます。 

 「３Ｒについて語ろう in 三重」の開催に当たりまして、一言ご挨拶申し上げたいと思

います。 

 本日は、ご多忙中にもかかわらず、大勢の方々にご参加頂きまして、本当にありがとう

ございます。また、この準備・開催に当たりまして、三重県環境森林部ごみゼロ推進室な

どの関係各位のご協力を頂き、誠にありがとうございました。 

 さて、当イベントは10月の３Ｒ推進月間に合わせまして、毎年、中部地方環境事務所が

管内各地で開催しています普及啓発イベントの一つでありまして、まず９月に長野県の長

野市におきましてイベントを開催しました。そこでは野球場を借り切りまして、地元の球

団にリユースカップを贈呈するというイベントを行ったわけですが、それに続きまして、

本日この津市におきまして開催するものでございます。 

 ３Ｒについて基調的な話もちょっと交えますがお許しください。現代の大量生産、大量

消費及び大量廃棄型という一方通行型の社会の中で、我々日本人は大きな豊かさを生み出

してきました。しかし、資源やエネルギーには限りがありますし、 終処分場も不足しま

して、ごみの問題はますます深刻化してきております。 

 私達は、ごみそのものの発生を抑えたり、これまでごみとして捨てていたものを再使用、

それから再生利用して環境への影響を減らす循環型社会を１日も早く作り上げなくてはな

らないわけです。そのために必要なリデュース･発生抑制､それからリユース･再使用､そし

てリサイクル・再生利用の３Ｒに取り組むことが不可欠であります。この３Ｒに関する理

解を深め､より広範な活動を一層加速化して行くとともに､これらの取り組みと経験を中部

地域に発信していくため､｢３Ｒについて語ろう in 三重｣を開催するところでございます。 

 本日は、学習院女子大学特別専任教授で、環境省の３Ｒ推進マイスターでもあります元

ＮＨＫ解説委員の平野次郎様に「循環型社会構築への提言～一人一人ができること～」と

題しまして、ご講演を頂きます。また、三重県内の大学、ＮＰＯ法人、企業及び行政の３

Ｒの取り組みについて、各団体から先進的な事例をご紹介して頂きます。 

 更に、先程司会者の方からもお話がありましたが、この会場の隣の菖蒲の間におきまし

て、３Ｒに関するパネルや風呂敷の包み方などを展示しておりますので、休憩時間にご覧

頂ければ幸いと存じます。 
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 これらの講演や事例紹介などを通じまして３Ｒへの理解を深めて頂き、循環型社会を形

成するために、３Ｒの取り組みを皆さんと一緒に進めていきたいと考えております。 

 終わりに、「３Ｒについて語ろう in 三重」が実りあるものとなりますよう祈念いたし

まして、ご挨拶といたしたいところですが、先程司会の方が「
さんアール

３Ｒ」という言葉をおっし

ゃった。さっき平野先生と控え室で話していたのですけれども、「
さんアール

３Ｒではなくて
スリーアール

３ Ｒ だ

よね」という話をしていまして、リデュース、リユース、リサイクルということで英語な

のですよね。ですから、それにつける数字としましてやっぱり
スリーアール

３ Ｒ が正しいのではないか

というようなことです。 

 もう一つの理由が、四、五年前に、小泉元総理が「３Ｒイニシアチブ」という国際会議

の中で、初めて３Ｒという言葉を使われたことがきっかけになって、今やこの３Ｒという

言葉は日本だけではなくて、世界に通用する国際語になったというようなことで、ぜひ
さんアール

３Ｒ

ではなくて
スリーアール

３ Ｒ という言葉を使って頂きたいと思います。 

 そして、「３Ｒについて語ろう in 三重」ということでございますが、本日は「３Ｒに

ついて語ろう from 三重」と言うような形で、これを機会に地域から世界に向かって３Ｒ

について発信して頂ければ幸いかと存じます。 

 どうもありがとうございました。（拍手） 
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２．講演会 

■講師 学習院女子大学特別専任教授･環境省３Ｒ推進マイスター  平野次郎 

■プロフィール 元ＮＨＫ放送局記者・解説委員 

■演題 循環型社会構築への提言、 

一人一人が出来ること 

 

 

 

 

 

 

皆様こんにちは。平野でございます。 

  このような大変有意義な集まりに参加をさせて頂きまして、心より厚く御礼を申し上げ

ます。 

 実は、私は環境問題についてそんなに専門的な知識や経験を持っている人間ではござい

ません。ですから、私も市原所長に言われなければ、
さんアール

３Ｒというふうに言っていたかもし

れません。ただ、川口順子さんが環境大臣だった時に、私は川口さんご夫妻と昔からの付

き合いがあるものですから、大臣室に呼ばれまして、『環の国』づくりのフォーラムを立

ち上げたいからそのメンバーになってくれよと言われまして、そしてお引き受けして、川

口大臣から小池大臣に至るまで４代の環境大臣の間、大変楽しく環境問題の専門家の方達

と意見を交換する機会に恵まれました。そして、その延長上として、去年、３Ｒ推進マイ

スターのメンバーの一人に指名をされましたその時は、若林さんが環境大臣だったのです

が、その後すぐその方は農水大臣に横滑りしてしまいました。もう農水大臣に横滑りする

ことが我々には判っていましたから、その指名を受けた時の大臣への挨拶に「世の中、大

臣も含めてリユース、リサイクルの時代になりました。」なんていうことを言いまして、

大臣を苦笑させたことがございます。 

 ところで、今年は北京でオリンピックがございました。東京でオリンピックが開かれた

のが、44年前の1964年、実はそのオリンピックで私は組織委員会で働いた後、翌年の1965

年にＮＨＫに入りました。そして、おおよそ35年間、取材記者として様々なニュースを担

当したのですが、一番初めに担当したのは実は環境問題だったのです。報道機関に入る人

間が全てがそうである様に、私も地方勤務から始めまして、地方といっても東京の隣の横

浜だったのですが、そこで６年間仕事をしました。そして、ジャーナリストの仕事という

のは「オン･ザ･ジョブ･トレーニング」、仕事をしながら鍛えられて、仕事を覚えていくと

いうスタイルなのですが、そこで担当したことの一つが「開発と保存とのせめぎ合い」で

した。1960年代の半ばから後半といいますと、高度経済成長、日本が倍々ゲームのような

形で発展をしていった時代でした。東京とその周辺には、どんどん人が移り住み、そして

宅地が開発されて、学校ができ、下水道が整備され云々と、そういう時代だったのですが、

その開発が周辺の自然をどんどん、どんどん壊していく。それを果たして、自分は、ある

いは自分達はジャーナリストとしてどのように国民の皆さんに報道していけばいいのだろ
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うか。それが大きな課題でした。 初は難しい問題ではなかったのですが、ややこしくな

ったのは、例えば川崎の臨海工業地帯の大気汚染の問題、光化学スモッグも含めた大気汚

染の問題とか、或いは横浜で発覚した東京湾のヘドロの中に水銀がたくさん沈殿している。

水質汚染、ヘドロ汚染、そういう問題とどういうふうに取り組むか。それが難しいテーマ

になりました。 

 ただ、それも今から考えると、単純な構造でした。高度経済成長の礎を作っていた、高

度経済成長を支える企業が、使っている材料の安全な管理に十分な注意を払わずに、どん

どん、どんどん生産第一で垂れ流しを行ったために、環境が汚染されて、それが人々の健

康を蝕むような問題にもなってしまった。皆様方も四日市を抱えていらっしゃいますから、

当時のことは恐らくご記憶にあると思います。その頃、私も含めて、あるいは日本人の政

治家も経済人も市民、国民全員が資源は無限であるというふうに間違いなく思い込んでい

たのですね。資源は無限だから、どんどん、どんどんそれを使えばいい、使って自分達の

生活を豊かにすればいい、立派な建物を作ればいい、立派な道路を作ればいい、そういう

考えを持っていました。言ってみれば使い捨て時代の真っ只中に我々は生きていたことに

なります。 

 私は1940年、昭和15年の生まれでございますから、戦前を若干知っていますし、それか

ら戦後の物資が無かった時代のこともよく知っています。私の子供、もう上の子供は40歳

を超えまして、下の子供も30歳を超えましたが、子供達３人は、 初の子供は使っていた

おしめは布のおしめでした。私が子供の頃に当てられたおしめというのは、親が浴衣をほ

どいて作ったおしめだったのですが、私の子供達は浴衣をほどいて作ったおしめではなか

ったにしても布のおしめ、洗濯機で洗うようなおしめでした。ところが、今はどうでしょ

う。今の子供達、私共の２番目、３番目の子供達の時代から、もう使い捨ての紙おしめに

なりました。それが良いことだと我々は教わったのです。それが近代的な、合理的な、文

化的な生活だというふうに思い込んでいたのです。 

 それがだんだん、いや、ちょっと違うのではないか。そんなことではないのではないか。

資源は有限だということを少しずつみんなが認識するようになって、それがその後、今の

環境に対する我々の基本的なマインド、認識を作り上げるに至った。そういうことだとい

うふうに思います。その過程で、勿論私自身の価値観も変わりましたし、日本人の価値観

も変わりましたし、世界の人々の、あるいは世界の国々、政府の価値観も変わりました。

それを、私が環境をテーマにして行ってきた取材活動を重ね合わせながら、お話をしてみ

たいと思います。 

 ３年前になりますが、私は１冊の本を手に入れて読みました。「異常気象レポート2005

近年における世界の異常気象と気候変動～その実態と見通し～」、平成17年10月、これは

３年前ですね。気象庁とあります。気象庁は５年に１度、異常気象レポートというものを

出します。ですから、この2005年版の異常気象レポートが 新のものなのです。３年たっ

ているから、これはもう古いものだろうなんておっしゃらないで下さい。 新のものなの

です。次に改訂版が出るのは2010年、あと２年後になります。この副題にある「近年にお

ける世界の異常気象と気候変動」という表現が示すように、この気象レポートには読むと

大変身の毛がよだつようなことが書いてあります。 

 中身をご説明する前に、ちょっと画像をお見せしたいと思います。例えばこういう画像
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がございます。地球の平均気温はこんなふうに変化している。下の方にちょっと見えにく

いのですが、黒い線がうねっていますね。地球の平均気温は、ここは1880年ですが、そこ

からこういうふうに上がって、1940年ごろを境に一旦は下がったものの、どんどん、どん

どん上昇を続けている。いわゆる地球の温暖化現象を示すグラフです。 

 そして、地球の気温はこれからどうなるのかということについても、グラフがそれを示

しているところがございます。ここが西暦1000年、西暦1000年から西暦2000年ぐらいまで

は大体横ばいだったのですが、2000年を過ぎると急激に伸びる。摂氏1.4度、これから100

年の間に気温が上がるだろう、そういうようなことがこまごまとした文章で書いてござい

まして、それを私がまとめたのですが、こういうふうになります。1998年から2004年の特

徴、つまりこの異常気象レポートが記述していたことの特徴は、異常に高温が多発するよ

うになります。異常多雨の発生頻度が、異常少雨の発生頻度を上回る。つまりドーッと土

砂降りの大雨が降る頻度は、雨が殆ど降らない頻度を上回りました。つまり雨が降るよう

になったのです。春に日照りが多くなり、そして、過照が多発とありますが、これは１年

全体を通してみると、日照りが少ない時が多くなった。台風の発生数は少なくなったが、

上陸接近は減っていない。2004年には台風による死者・不明者は1993年以来、11年ぶりに3

00人を超えて326人になった。それから、2003年の夏、日本は10年ぶりの冷夏であった。ヨ

ーロッパは記録的な猛暑であった。10個の台風が日本に上陸した。こんなことがこの異常

気象レポートに書いてありました。 

 つい先だって、総理大臣の麻生さんが国会での答弁の中で、「今年はまだ台風が一つも

日本列島に上陸していない。これは不思議な現象だ。」ということをおっしゃいました。

あの方は九州が選挙区でございますから、台風にはしょっちゅう気を配っていなければな

らない立場にある方でしょう。しかし、その麻生さんが気がついたことは、今年はどうい

うわけだか台風が来ていない。これも実をいうと異常気象の一部だろうというふうに私は

思っているのです。 

 皆さんは、ウコンという植物をご存じでしょうか。ウコンというのは熱帯産の植物です。

インド、スリランカ、東南アジア、あるいは沖縄、台湾などに行きますと、普通に生えて

います。インドなどに行きますと、道端にごろごろ、ごろごろウコンが置いてある。ウコ

ンというのはショウガの仲間で根菜です。根っこです。インドの人達はそのウコンを干し

て、粉にして、そして調味料として使う。カレーの色、カレーの素、あれがウコンです。 

 私は沖縄に10年ぐらい前に初めて行った時に、沖縄の友人から琉球王朝料理を食べに行

きましょうと誘われました。大変ありがたい誘いだったので行きました。そうしましたら、

泡盛が当然出るのです。泡盛というのは焼酎の一種でとてもアルコール度が高いのです。

こんなものを飲んだら、明日の朝、頭がガンガン痛くて困るだろうなと思って控えていた

ら、その友人が「これを一緒に飲めば絶対悪酔いしないから、飲んでごらん。」と言いま

す。それはプラスチックのボトルに入った顆粒の飲み物で、表にはウッチンと書いてあり

ました。ウッチンとは何かと聞いたら、「ウッチンとはウコンのことなんだよ。ウコンを

干して、粉にして、顆粒にして作ったのがこれで、このウッチンを泡盛と一緒に飲むと、

決して酔わないから。酔わないだけじゃなくてこのウッチンというのは肝臓や膵臓や腎臓

や、そういうところにとても働きがいいんだ。がんの予防にもなると言う人もいるよ｡」と、

そういう話を聞いたのです。「だけど、そのウコンというのは、もともとは熱帯の作物だ
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から、残念ながら日本の中では沖縄でしか出来ないんだ」と、そういう話を聞きました。 

近そのウコンについての新聞広告がたくさん載っています。今一つのブームです。私は

東京に住んでいます。東京の私の家に小さな家庭菜園があります。そこにウコンが育って

いるのです。沖縄でそのエピソードがあった後、私は東京に帰って来て、ウコンのことが

頭にあったのですが、ある時埼玉県に住んでいる人から「自分はウコンを育てている。種

芋の部分の冬越しさえ上手くやれば、東京でも立派に育つよ。」と言われて、種ウコンを

幾つか貰いました。そしてそれを育てたら、もう10年も毎年､毎年､育っています。１年生

ですから、暮れに収穫するのですが、収穫したものの活きのいいのをとっておいて、翌年

の春先に植えると芽が出てくる。つまり、東京でも種ウコンの冬越しさえ上手くやれば、

ウコンを栽培することが出来るようになりました。東京は熱帯になったのでしょうか？ 

そうではないですね。「東京はもう熱帯だ」なんていうことを言う人も実はいます。ある

いは「日本は熱帯だ」ということを言う人も実はいます。でも、日本はまだまだ温帯、せ

いぜい南の方が一部亜熱帯なのです。でも、その温帯、あるいは一部亜熱帯、温帯の東京

でウコンが育つようになったのは、東京の平均的な気温が昔よりも上がったということの

何よりの証拠なのです。つまりこれは地球温暖化の証拠でもあるのです。 

 近のいろいろな話を聞いていましても、南の方で獲れていたはずの魚が日本の近海で

獲れるようになったとか、あるいは沖縄とか台湾とか、その辺でしか採れなかったはずの

蝶が本州まで飛んで来ているとか、日本全体を取り巻く気温が上がっていることを示す材

料が幾つもあります。地球はそれだけ暑くなりました。 

 これについては様々な分析があります。もともと地球を取り巻く温度というのは、太陽

の黒点の働きが影響している、地球がいくら頑張っても、あるいは抵抗しても、太陽の力

が働けば気温は上がらざるを得ないし、下がるときは下がらざるを得ない。もう、しよう

がないのだという考え方を採る人もいます。しかし、世界の大勢は、これはブッシュ大統

領も含めてですが、ブッシュ大統領も 初はそうは思っていなかったのですが、今ブッシ

ュ大統領も含めて、地球の温暖化というのは地球に住む人々が作り出したものだと、つま

りこれは自業自得の産物だという認識が定着いたしました。 

 その考え方がはっきりと認識されるようになったのは、今から20年ぐらい前、リオの環

境サミットの時からです。それまでは、人間がいくら木を切っても、いくら石油をたいて

も、地球は地球として地球の動きを続けていくだろう。だから、地球の動きに人間の活動

が影響を与えることはないはずだというふうにみんな思っていました。 

 ところが、そうではありません。木を１本切れば、石油を１ガロン燃やせば、その分だ

け地球は影響を受けて暖かくなっていく。それ程地球という物体は脆弱だということが

人々の間に認識されるようになりました。 

 そういう考え方を、あるいは、そういう視点を持っていた人が、昔居なかったかという

と嘘になります。1950年代から1960年代にかけて、アメリカの科学者のレイチェル・カー

ソンという人は、春になっても春にならない現象に着目しました。時期的には春なのだけ

れども木の芽が吹かない。虫が出てこない。小鳥がさえずらない。どうしたのだろう？、

それは人間が使っている薬物、農薬などが環境を痛めつけて、そして生まれるべき春を殺

してしまっていたのです。そのことを彼女は「沈黙の春」という本に書きました。本の題

名は大変ロマンチックなのですが、中に書いてあることはとても恐ろしいことであります。 
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 もし、我々がそういう自分達が環境を痛めつけていることにもっと早く気がついていれ

ば、今の様に大騒ぎをすることがなかったかも知れませんが、残念なことながら、開発第

一主義、製造第一主義、我々の暮らし第一主義ということで、ともかく大きいことはいい

ことだ、多いことはいいことだという観念の下に地球を痛めつけてきた。そういう歴史が

ありました。 

 1990年代の初め頃、アメリカとヨーロッパにそれではだめだと、環境を守るためには、

我々のライフスタイルを変えなければいけないということを考える人たち、主張する人た

ちが出てまいりました。不思議ですね。アメリカという国は本当に大きいことはいいこと

だを信奉している国なのです。間もなくアメリカは冬を迎えます。北半球は冬を迎えます

が、冬になりますと、アメリカのどこの家庭でも、外の気温が例え摂氏０度以下であって

も、部屋の中では半袖Ｔシャツで生活をするのです。あるいは、夏いかに暑くても、建物

の中では涼しく、室内の温度は摂氏で20度から25度ぐらいにして快適に過ごすのです。ア

メリカ人というのはそういう人たちなのです、ある部分では。なぜかと言いますと、アメ

リカ人というのは世界中から集まって来た人達で、もともと住んでいたところでは、うだ

つが上がらなかったかも知れない。豊かな生活が出来なかったかも知れない。大きな家に

住めなかったかも知れない。だけど、アメリカという新天地に行ったら、自分の努力の結

果、それを手に入れることが出来るという、そういう考え方で太平洋を渡り、大西洋を渡

って移り住んだ人達が創った国がアメリカです。だから、それがアメリカの価値観なので

す。だから、さっきちょっと言ったブッシュ大統領も含めて、なかなか自然を守ろう、自

然のままに住んでいこうというような雰囲気になれないのです。 

 でも、やっぱりそのアメリカ人の中にも大変先端的な、と言いますか、進んだ考え方を

持つ人達が出てきまして、その人達が1990年代の初め頃に警鐘を与えました。その警鐘を

与えた人といいますか、企業の一つにマクドナルドという会社がありました。マクドナル

ドというともう皆さんはご存じですね。ハンバーガーのチェーン店です。今、ジャンクフ

ードを食べさせるとか、何とか、いろいろ悪口を言われてはいますが、しかし、マクドナ

ルドというのはアメリカが誇るファーストフードの老舗で、マクドナルドの経営者は、シ

カゴに本社がありますが、マクドナルドがアメリカを変えるんだと、アメリカを変えるた

めにはマクドナルドが変わればいい。マクドナルドが変わればアメリカが変わり、アメリ

カが変われば世界が変わるという、そういう意識のもとに、1990年代にある運動を始めま

した。それは、マクドナルドに行けばわかると思うのですが、プラスチックのトレー、お

盆を使っています。プラスチックのスプーンを使う、プラスチックのナイフを使う、プラ

スチックのフォークを使う。それを全部回収して、粉砕して溶かして、次の素材を作ろう。

そういう運動を始めました。それを私は番組にすべくアメリカに取材に行ったことがあり

ました。マサチューセッツ州、東部の州ですが、その広大な森の中にマクドナルドの工場

がありました。車で走っていったのですが、工場に着く５分ぐらい前からケチャップとマ

スタードの混じった嫌な匂いが漂ってきました。そうですね。ハンバーガーを食べる時に

はケチャップをたくさんつけます。マスタードをたくさんつけます。そして、一応はそれ

を洗うのですが、匂いはお盆や食器について残っています。だから、工場からその匂いが

するのです。そこへ行ったら、膨大な量のプラスチックのお盆、膨大な量のプラスチック

のスプーン、フォーク、ナイフ、カップがバリバリ、バリバリと粉砕されています。そし
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て、特殊な処理をして、型に入れられて新しい製品になっていきます。どういう製品だっ

たでしょうか。物差し、三角定規、そういう物が作られていました。そして、物差しや三

角定規はマクドナルドが全米の小学校に無償で提供する、そういう仕組みになっていまし

た。学校で勉強する子供たちが、その三角定規を鼻に当てて、或いは物差しを鼻に当てて

「あ、これ何かどこかで嗅いだような匂いがするな！」と思うのかどうかわかりませんが、

そういうことをやっていました。 

 それから、ある工場のある部分では、プラスチックで小さな玉をたくさん作っています。

調度枕の中に入れるような玉ですね。枕の中に入れるのだそうです。小さい玉を作って、

それを枕の中に入れて、袋に入れて枕にすると、健康枕になる。極めつけはブロックです。

レンガのブロックのようなブロックです。それを使い切ったプラスチックで作っていまし

た。ブロックをプラスチックで作ると建築材料になります。そして、もう出来たでしょう、

アリゾナ州にそのプラスチックのブロックで作ったマクドナルドのレストランを建設する

と言っていました。これは小さい試みかも知れませんが、しかし、そういう形でリサイク

ルを行ったのです。そしてリユースも行った。リデュースは行っていませんが、リサイク

ルとリユースはやっていました。 

 リデュースについて、ヨーロッパで取材をした例をご紹介しましょう。 

 イギリスに行きますと、大手のスーパーマーケットが二つあります。セインズベリーと

テスコというスーパーマーケットです。三重県にも日本全国に広がったスーパーマーケッ

トの進出がございますね。そういうこともあって、スーパーマーケットの例を出したので

すが、そのスーパーマーケットの成績表を作っているグリーン・コンシューマーズ・ユニ

オンというＮＧＯがありまして、それは何をしているかというと、どちらのスーパーマー

ケットの方が環境により優しい経営をしているか、そして、それをハンドブックに印刷し

て配っています。ある時、そのハンドブックを見ました。そしたら、片一方のスーパーマ

ーケットに×がついていたのです。これはダメです、特に魚の缶詰がダメですと書いてあ

った。もう片一方のスーパーマーケットで売っている魚の缶詰は良い、こちらの方が良い

と。では、ダメな方のスーパーマーケットの魚の缶詰はどうしてダメ、というふうに認定

されてしまったのか。それは、その缶詰の中に入っている魚を捕まえるために、底引き漁

業をやったというのです。底引きの網でもって底からガーッとすくうのです。そうすると、

要らないものまで獲れてしまいます。要らない魚はどんどん、どんどん捨てていくのです

が、捨てる過程でもって死んでいきます。つまり自然をそれだけ余計に破壊しているので

す。要らないものまで獲る必要はないだろうと、１匹、１匹、それじゃ釣り糸で獲りなさ

いというわけにもいかないのでしょう。けれども、そういうようなところまで監視の目を

光らせている消費者団体がありました。これがリデュースの一つの例です。 

 もう一つ、リユースとリサイクルの大変解り易い例がありました。それはスウェーデン

のボルボという自動車工場です。ヨーロッパの自動車メーカーは時々びっくりするような

ことをやります。確か、メルセデスベンツだと思いますが、日本のテレビで行ったコマー

シャルの中に「我々の車は公害をまき散らしています」というメッセージを入れたコマー

シャルを流していたことがありました。確かにそうです。排気ガスがそうでしょう。 

 ボルボがやったことというのは、自分の工場で生み出したボルボ、自動車は 終的には

自分の工場で引き取るということなのです。例えば愛知県のトヨタのどこかの工場でもっ
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て作られたトヨタの車は十何万キロか、二十万キロぐらい走って、そして役目を果たした

時には、生まれた工場に戻って来てそれを引き取る。こういう仕組みなのです。それはそ

んなに簡単なことではありません。コストが掛かりますし、面倒くさい。だけど、ボルボ

は敢えてそれをやったのです。自分の工場で生み出した車は自分の工場で引き取ってあの

世に送ります。あの世に送るというのはちょっと言い方がおかしいですが、きちっと始末

をします。実際に何をやったかというと、返って来た車の処理です。返って来た車を完全

に分解します。そして、それぞれのパーツごとに区分けをします。このパーツはこの箱、

このパーツはこの箱、このネジはここ、これはこれ。そうしますと、それぞれの箱の中、

それぞれのパーツの区画の中は同じ物がたくさん集まります。それを、溶かすことが出来

る物は溶かして、もう１回成形して新しい部品にする。もう溶かすことも、再利用も出来

ない物は、それはもう廃棄処理、燃やしてしまうとか、処分してしまう。しかしながら、

使える物は徹底的に使おうという、そういう考え方で経営を行っていたのです。 

 私は、自分の家ではごみを出す担当を引き受けています。家内もやりますが、私がやる

場合が多いです。ごみを出す時の 大のポイントというのは分別です。分ければごみじゃ

ないのです。分ければ資源なのです。一緒にするとごみなのです。ですから、ごみを出す

時に、一番苦労するのは、いかに分けるかということです。これとこれは同じグループだ

から、この箱に入れておこう、この袋に入れておこう。これとこれは似ているけれども、

全然違う素材だから別々に処理しよう。そうしないと、纏めて出すと、ごみを収集して、

その後、処理する人達が迷惑を受ける。だから分別しましょう。それが私が心がけている

ことです。分別すれば資源、一緒にすればごみ。よく味噌も糞も一緒と言いますが、まさ

にそのとおりです。似ているけれども一緒にしてはいけない。それがリデュース、リユー

ス、リサイクルの基本です。 

 実は、リデュース、リユース、リサイクルというのは、日本人は昔はそういう考え方、

価値観をきちっと持っていました。田中優子さんという法政大学の先生がいらっしゃいま

す。江戸時代の庶民の暮らしが研究の専門ですが、この方に言わせますと、あるいはこの

方の「江戸のネットワーク」という本がありますが、その本などを読みますと、江戸時代

の日本ほどリデュース、リユース、リサイクルがうまく機能していた社会は無いそうです。 

 例えば東京、江戸に人々が住んで、周辺に農村があり、漁村があり、そこから生鮮食料

品、魚介類、野菜類を江戸に運んで来る。運んで来る人達は、江戸の市民達が出した排泄

物を車に積んで、あるいは桶に入れて帰る。そして、それを下肥として使って、次の野菜

を作る。あるいは米を収穫した後、脱穀した後の稲を燃やして灰にする。そしてその灰を

肥料として使う。ほぼ完全なリサイクル、リユース社会がかつて日本に存在していたとい

うことを田中優子さんは書いておいでですし、あるいはおっしゃっています。 

 そういう生き方を日本人はどこかで置き忘れてしまいました。なぜ置き忘れたのか。私

をして言わしめますと、日本が近代化を急いだから、近代化というのは欧米化ですが、イ

ギリスと同じような、フランスと同じような、ドイツと同じような、あるいはアメリカと

同じような国にするためにと言って一所懸命彼らの生き方のまねをした結果、リデュース、

リユース、リサイクルの生き方を忘れてしまったのではないかなというふうに私は思いま

す。でも、それはそれでよかったのです。そのお陰で日本人は世界でもトップクラスの豊

かな国を創り、豊かな生活を享受することが出来ました。しかし、それが 初から申し上
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げているように、ある時点からメカニズムとして働かなくなってしまったのです。 

 私がＮＨＫに入った頃、横浜に居たと申し上げましたが、横浜には造船所がいくつもあ

りました。造船ブームで、大型タンカー、大型タンカーではもう言い切れなくて、スーパ

ータンカーというのを造っていました。20万トンタンカー、30万トンタンカー、50万トン

タンカー、100万トンタンカーという大型タンカーを造って、中東の産油国から石油を輸入

し、あるいは、ＬＮＧ液化天然ガスのタンカーを造って、インドネシアからＬＮＧを輸入

したりしていました。その頃、半分冗談、半分本気で言われていたことがあります。それ

は、「同じ量だったら、水のほうが石油よりも割高だ」と。確かにそういう時代がありま

した。でも、今はどうでしょうか。水１リットルと石油１リットルとどちらの方が高いで

しょうか。これは間違いなく石油の方が高いですね。どこかで上下が入れ替わったのです。

そのあたりに、実は本当は我々が十分目配りをしているべきだったのですが、目配りをし

なかった結果、気がついてみたら、石油はあと何年もつという、そういう時代になってし

まいました。 

 ３年前だったと思います。ハリケーン「カトリーナ」というのがアメリカの南部、ルイ

ジアナ州のニューオーリンズを襲いました。そして、精油施設や石油輸送のためのパイプ

ラインを破壊して、アメリカ、それから世界の石油価格が急に上昇しました。あれは一体

何だったのでしょうか。アメリカにいらっしゃった方、あるいはアメリカの地図をご覧に

なった方はお気づきだと思いますが、ミシシッピ川という川が北から南に向かって流れて

います。そして、流れるところはほとんど平ら、平地ですから、流れはゆっくりなんです

ね。川幅は広い、泥水、ゆっくり、そして、ミシシッピ川が注ぐところがメキシコ湾、注

ぐ場所の一つがニューオーリンズなのです。 

 川というのは、ご存じのようにいろいろなものが堆積されて流れてくるところです。植

物の死骸、動物の死骸、いろいろです。ですから、川が運んで来る土砂というのは大変栄

養分に富んでいます。それが何億年も前からあそこに流れていたのです。そして、メキシ

コ湾に注ぐ三角州のところに大きなデルタ地帯が出来ました。 初は湿原だったものが少

しずつ固まって陸地になりました。陸地の上に出来た町がニューオーリンズというジャズ

のメッカの町。実は、ニューオーリンズの町というのは、ポンチャートレインという名前

の湖の岸に出来た町なのですね。ポンチャートレインという湖の下に何があったかという

と、ミシシッピ川が上流から運んで来た養分が堆積して出来た泥炭の層、石炭の層とか、

あるいは、油田があったのです。 

 1940年代、日本がアメリカに戦争を仕掛けて、アメリカがヨーロッパ戦線に参加して、

アメリカは石油が俄然必要になりました。そして、国内の各地で石油の採掘を行ったので

すが、ポンチャートレインという湖の地下の油田からも石油を採掘しました。地下の油田

から石油を採掘、汲み上げるとどういうことになるのでしょうか。その分だけ地盤が沈下

します。つまりニューオーリンズというのは1940年頃以降は少しずつ地盤が沈下していた

のです。でも、あそこに住む人々は町が水浸しになってはいけないというので、周りに堤

防を築きまして、海の水、あるいは湖の水が町に入ってこないようにしていました。その

堤防をものの見事に壊してしまったのが、３年前のハリケーン「カトリーナ」なのです。 

 今、あの町は復旧したとはいっても、完全にまた水の上に戻ったわけではありません。

「カトリーナ」で受けたニューオーリンズの人達の災害というのは、もちろん天災ではあ
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ったのですが、人災でもあったということを我々は認識しなければいけないと思います。 

 その「カトリーナ」襲来の後、アメリカの石油の価格がどんどん、どんどん上がってき

ました。そして、それと連動している世界の石油の価格も上がってきました。このところ

サブプライムローンの問題に端を発した一連の動きの中で、石油の価格は少しはまた下が

ったりしていますけれども、しかし、基本的には上がっています。 

 アメリカの前の連邦準備制度理事会の議長を務めたグリーンスパンという人は、辞めた

あと書いた回想録の中で、世界の石油の価格はこれからどんどん上がっていくだろうとい

うふうに書いています。もう一つ書いているのは、上がっていくだろうけれども、人為的

に価格を抑えることは、これは賢明なことではないとも書いています。なぜ石油の値段が

上がっていくのでしょうか。それは、石油の産出量がどんどん減っていくからです。 

 ちょっと皆さんが見たら、それは本当かと思うような数字をこれからご覧に入れます。

左側から15の国を書きました。サウジアラビア、カナダ、イラン、イラク、クウェート、

アラブ首長国連邦、ベネズエラ、ロシア、リビア、ナイジェリア、アメリカ、中国、カタ

ール、メキシコ、カザフスタン。これは石油埋蔵量が多い順に国の名前を書きました。サ

ウジアラビアが一番多くて、確認された埋蔵量、2,668億バレル確認されています。一番上

に世界の石油事情とありまして、200805、これは2008年５月の数字、５月に私が作った表

です。カナダは1,788億バレルの石油が確認されている。イランは1,325というふうにずっ

とありまして、15の国の中では一番少ないカザフスタンは90億バレルあります。その次の

右側の生産量、これはサウジアラビアで言いますと、１日に1,100万バレル採掘しています

という意味です。カナダは１日に301万バレル採掘しています。消費量、これは自分の国で

消費している量、輸出量は外国に輸出している量、サウジアラビアの場合は1,100万バレル

の内200万バレルを自分の国で使って、890万バレルは輸出に回しています。輸出と輸入を

合わせても1,100にちょっと足りないのですが、これは統計上、どこか誤差があるのでしょ

う。そして、一番右の欄を見て下さい。枯渇までの年数66.4、これは何を意味するかとい

うと、今確認されているサウジアラビアの2,668億バレルの石油を毎日、毎日今のペース、

すなわち1,100万バレルずつ掘っていくと、あと66.4年たつと全部掘り尽くしてしまいます

よ、という数字です。 

 その間に新しい資源が見つかるかも知れない。見つかる可能性はありますよね。でも所

詮はサウジアラビアという砂漠の国の中にしか存在しない石油ですから、そんなにたくさ

んの量が見つかるとは思えない。ですから、今のままでいくと、サウジアラビアと言えど

も66.4年後には石油が出ない国になってしまうという数字です。 

 見て頂きたいのはアメリカです。下から５番目、アメリカは現在確認されている埋蔵量

は218億バレルです。それで１日に832万バレルずつ掘っています。消費量は１日に2,080万

バレルです。輸出量が1,048万バレル、輸入量が1,310万バレルあって、つまり消費量の半

分以上は輸入石油です。ここのところをちょっと覚えておいて下さい。そして、アメリカ

の場合、今確認されている218億バレルの石油を毎日毎日、今と同じように832万バレルず

つ掘っていくと、あと７年ちょっとで石油が出ない国になってしまう。アメリカという国

は、世界で消費している石油の25％、４分の１を使っている国です。その一大消費国が今

のペースでいくと、あと７年で石油が出ない国になってしまう。（１）というのは、この1

5の国の中では も早くという意味なのです。 
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 （２）はどこでしょうか。（２）は実は中国なのです。アメリカの下。今ある石油を今

のペースで掘っていくと、あと9.4年で石油が出ない国になってしまいます。中国が今のペ

ースで毎日石油を消費していくだろうとは誰も考えていません。若干経済成長率が下がっ

たとは言え、まだまだ９％前後の経済成長率を誇っている国ですから、当然のことながら、

石油の消費量はどんどん、どんどん増えていくだろう。ですから、９年になる前に多分中

国は石油が出ない国になってしまうだろう。そういうこともあってか、中国は主としてア

フリカの産油国に対して積極的な外交を展開しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 こうやって見ていきますと、どの国が残るのでしょうか。 後まで産油国であり続ける

だろう国はカナダです。上から２番目、162.7年。なぜカナダなのでしょうか。カナダはタ

ールサンド、砂と油が混じったものがいっぱい地下に埋まっているのです。砂と油を分離

して、油だけを使えばそれは石油になるわけですから、カナダが 後まで生き残る国。そ

れから、一つおいてイラクが生き残る国。そして、アラブ首長国連邦とかクウェートが生

き残る国になります。 

 さあこれでもう皆さん方、お判りだと思います。何故、アメリカのブッシュ大統領がサ

ダム・フセインが大量破壊兵器を隠し持っているのではないということを知りながら、イ

ラクに兵を進めて占領してしまったか。それは、将来必要となるに違いないアメリカのエ

ネルギー源をきちっと今のうちから確保しようという思惑がなかったと言えば、これはう

そになるだろうと思います。 

 こうやって見ますと、言われないまでも、リデュースをしなければいけないのです。何

をリデュースしなければいけないのか。それは石油の消費量をリデュースしなければいけ

ないのです。どうやったら、石油の消費量はリデュース出来るのでしょうか。いろいろな

人がいろいろなことを考えています。今、たまたまアメリカで大統領選挙の 終盤が展開

中です。民主党のオバマさん、共和党のマケインさん、双方ともアメリカのエネルギー政

策、自分が大統領になったらこういうエネルギー政策、こういうリデュースの仕方を考え

ていますよということを発表しました。二人の考え方というのはほとんど似ているのです。

ちょっとニュアンスが違うだけです。どういうことかと言いますと、アメリカが使ってい

る石油の半分、アメリカが世界全体で使っている石油の25％、４分の１を使っているわけ

ですから、その半分ですから８分の１、世界全体の石油の８分の１、それはアメリカのハ

イウェーの上で消費されています。つまり自動車の燃料になっています。ですから、自動

車の燃料を減らせば、あるいは、自動車の燃料をガソリンから他のものに変えれば、石油

のリデュースが実現するわけです。これが 初のポイントです。 

 ここまで言いますと、もう皆さん方、だからハイブリッドカーが売れるんだな、だから
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トウモロコシの値段が上がっているんだなというふうにお思いになるでしょう。トウモロ

コシの値段が上がるのは、トウモロコシから抽出したバイオエタノールをガソリンの代り

に使って自動車を動かそうという研究が進んでいるからです。ガソリンの値段、石油の値

段が世界的に上がった後、投機を目指す人達はトウモロコシに、或いは大豆といったもの

に投機の矛先を変えました。何故トウモロコシに変えたかというと、バイオエタノールの

研究が進んで、これから世界中のトウモロコシの値段が上がるだろう。その内アメリカで

は家畜が食べる、家畜の豚などが食べるトウモロコシが無くなってしまうのではないかと

いうことまで言われています。 

  しかし、いずれ石油がもっともっと少なくなってしまう。そうすると、ハイブリッド、

バイオエタノールを経て、次の自動車はどういうメカニズムに動くのか。その研究がもう

進んでいます。研究の分野では日本のメーカーは 先端を行っています。次は水素であり、

そして水である。水で動く自動車なんてちょっと考えられませんね。でも、水から、水を

電気に変えて、その電気でもって動かそうという研究が進んでいます。つまり今私がここ

で申し上げていることは、脱石油の動きがもう既に始まっているということなのです。 

 きょうここで話をするようにご要請があったときに、「３Ｒの話は勿論いたしますが、

石油の話をさせて下さいませんか？」と担当の方に申し上げました。何故私はそういうお

願いをしたかというと、３Ｒも勿論大切です。３Ｒも大切なのですけれども、今まで世界

の文明を支えてきた石油の時代がそろそろ終わりに近づいているということを認識してい

ないと、大変困ったことになり得るのではないかと私は考えたからです。 

 アルビン・トフラーという人がいます。未来学者です。「第三の波」という本を書きま

した。「未来の衝撃」という本も書きました。もともとこの人は経済雑誌の編集者です。

今はハリウッドに住んでいまして、宇宙をテーマにした映画の製作のアドバイザーをやっ

ています。ジョージ・ルーカスなどとも親交があるというふうに聞きました。ある時、そ

のアルビン・トフラーに話を聞きに行ったことがあります。「あなたは第三の波」という

本を書きましたね。The Third Waveというのは、例えば第一の波が農業、第二の波が工業、

第三の波が脱工業、つまり経済の発展の段階で農業が中心の経済の時代から、工業、工場

でつくるものが中心の経済の時代になる。そしてその後、例えば情報産業とか、知識産業

とかいったものが第三の波として生まれた。当然第四の波の時代も来るのでしょうね？」

と、ちょっと意地の悪い質問をしたのです。そしたら、彼は「第四の波の時代は必ずやっ

て来ますよ。」と言う。「いつ来ますか？」と聞きました。そしたら、彼は「2007年に来

ます。」と言いました。その時は2002年ぐらいでしたが、2007年はもう去年ですね。「ど

うして2007年ですか？」と聞いたら、彼も同じようなことを言っていました。「いずれ人

類は脱石油の時代に生きなければいけない。脱石油の時代というのは、脱地球資源の時代

です。つまり地球上で手に入る、地面を掘れば手に入る、海の水の中から抽出すれば手に

入る、あるいは空気の中からも手に入るのかも知れませんが、地球とその直接的な周囲か

らしか手に入らない資源を使って我々は生きてきたけれども、石油の例でわかるように、

いずれそれを全部使い果たす日がやって来る。その時に、地球に住む人達がどうやって生

きたらいいのだろうか。答えは一つしかない。宇宙に出て、太陽のエネルギーの恩恵を受

けるしかない。」と言うのです。日本でも、若田さんとか野口さんとかが参加をしている

アメリカＮＡＳＡの宇宙飛行の計画、もともとはアメリカとソ連の間の宇宙空間を利用し
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た軍備拡張の競争から始まったものですが、今ではそうではない。アメリカもロシアも中

国もイスラエルも協力をして、宇宙開発の舞台として宇宙へ飛び出しています。あそこに

宇宙基地を作っています。宇宙基地で雲がありませんから、もう100％、あるいはもう1000％

と言ってもいいでしょうが、太陽のエネルギーを受け止めることが出来ます。問題は、受

け止めた太陽のエネルギーをどうやってパッケージにして地球まで送り届けるのか。この

有効な手段はまだまだ確立していません。要するに、電池、太陽電池を作るわけですが、

この技術というのはまだまだ確立していない。だけど、それをしないとだめでしょう。 

 ある時、ロシアの宇宙飛行士、ロシア人、アメリカ人も含めて宇宙滞在期間が一番長い

人と話をしたことがありまして、行って１年ぐらいいて、地球に帰って来ます。しばらく

静養した後、また飛んでいって宇宙基地で過ごします。通算宇宙基地滞在の期間が一番長

いという人から話を聞いたことがありました。「宇宙では、もう地球上の生活と同じこと

が可能です。サラダも食べました。宇宙空間、宇宙船の中に温室があるのですが、そこで

地球から持っていった菜っぱの種を蒔くと育って、菜っぱができます。それに地球から持

っていったドレッシングをかけて食べるとおいしいサラダになりますよ。そういう普通の

生活がもう出来るのです。」と言うのです。私は意地悪ですから、「飲み水は？」と言い

ました。「飲み水は簡単です。リサイクルすればいいのです。」飲み水のリサイクルって

わかりますね。循環器です。消化器ですね。循環系統だけど消化器です。水を飲んで出ま

す。出たものを濾過して、滅菌して消毒して飲めばいいのです。そんなことは嫌だとおっ

しゃる方がいらっしゃるでしょう。その方に、１枚の絵をお見せしたいと思います。 

 これは何でしょうか。ちょっとズームアウトしましょう。これはシンガポールの本屋で

探してきた本に載っていた挿絵です。シンガポールというのは、隣がマレーシアです。マ

レーシアというのは自然が豊かな国です。シンガポールは岩山、岩石の上に出来た小さな

国。マレーシアからシンガポールに毎日､毎日､橋を渡って大勢の人が働きに来ています。

シンガポールで比較的安い賃金をもらっています。シンガポール人は失業率ゼロなのです。

何故かというと、経済が過熱して人が必要になったら、マレーシアから労働者を雇えばい

いし、経済が冷え込んで、首切りをしなきゃいけなくなったら、マレーシア人から先に解

雇すればいいのです。そう言うちょっと嫌われる政策を採っている国であります。同じこ

とをやっているのはヨーロッパではスイスです。ですから仲が余りよろしくない。そのシ

ンガポールに泣きどころがあるのです。飲み水が足りない。飲み水が足りないものですか

ら、マレーシアから導水管を引っ張って買っています。そのことを基にして書いたのがこ

の漫画です。こっちがマレーシア、これは滝ですね。マレーシア人はどこから水を手に入

れるか。自然の恵みがいっぱいあるから、だからこれだけの水がふんだんにに飲めるので

す。1,000ガロンで３銭、どれぐらいですかね。いくら飲んでもお金がかからない、そんな

感じなのでしょうね。 

 さて、シンガポール人はどこから水を手に入れるか。これはご存じのものですね。ユー

ズドウォーター、シンガポールの人達はもう新しい水を手に入れることがほぼ不可能にな

りました。リユースの水を使うしかないのです。ですから、こういうところで使った水も、

もう１回濾過して、殺菌して、それで必要ならばフレーバーをつけて、ボトル詰めにして

飲むのです。実際にニューウォ－ター、新しい水という名前ですが、ニューウォ－ターと

いう銘柄で政府が売り出しました。売り出した日にゴー・チョクトン首相が自らペットボ
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トルの蓋を取って、ニューウォ－ターをごくごくと飲み干して「ああ、おいしい！」と言

ってみせた。そういうエピソードまであります。 

 これは、シンガポールだけの現象でしょうか。そうではありません。こういうリサイク

ルの水を飲んでいるところが他にもあります。アメリカの西部、アリゾナ、ニューメキシ

コ、ユタ、それからカリフォルニアの一部、砂漠地帯です。あの辺りでは、やっぱり水が

足りないものですから、使った水をリサイクルして、先ずは洗濯用とか、風呂用とかに使

い、そして必要に応じて飲み水にも使うようになっています。 

 日本は世界の中でも水がとてもおいしい国です。ですから、外国の船は世界を航海して

いる時は、よその港では出来るだけ水を買わないで、日本の港に立ち寄った時に水を買う

のが習わしになっていました。でも、その日本でも段々水がまずくなってきて、そしてペ

ットボトルのブームになってきて、何々の水というようなものが高い値段で売られるよう

になりました。実は、そういう時代が世界的にもう当たり前になっているのです。 

  リデュースをしろと言われないまでも、リデュースをしなければいけないくらいに物資

が足りなくなってきた。リユースをしろと言われないまでも、リユースしなければ自分た

ちの生活を賄えなくなってきた。リサイクルをしろと言われないまでも、リサイクルをし

なければならないような状況が生まれてきた。そして、そのことをつくったのは実は我々

自身なのです。 

 私が 初に環境を意味するエンバイロンメントという英語の単語に出会ったのはＮＨＫ

に入るよりも前、オリンピックで働いた時よりも前、アメリカの大学に居た時でした。ア

メリカの大学にエンバイロンメンタル・ヘルス・オフィスというのがありまして、環境衛

生部とでもいうのでしょうか、それは大学の中の建物の管理とか、衛生とか、そういうも

のを担当していました。エンバイロンメンタル・ヘルス・オフィス、そのエンバイロンメ

ンタルという言葉を眺めていたことがありました。そうすると、お書きになってみるとわ

かるのですが、「environmental」環境のというところの 後の六つの文字は「mental」メ

ンタルなのです。メンタルテストのメンタル。思考の、考えのというメンタル。頭の中に

あるというメンタルです。エンバイロンメンタルというのは、別にそういう意味でつくっ

た単語ではないのでしょうが、しかし、環境ということは所詮は考えることなのだなとい

うことを、何故かその時に思ったことがありました。そして、その思いは間違ってなかっ

たのではないかと、今になって改めて思います。 

 つまりリデュース、リユース、リサイクルにしても、全ては、自分で考えて、それは私

が分別の時に申し上げましたけれども、これとこれを分けるのか、一緒にすべきか、分け

るとすればどういうふうに分けるのかということも含めて、すべて自分で考えて行うとい

うことが何よりも大切なのではないかと思いました。 

 もう一つ、折角３Ｒが出ましたから、一つだけ申し上げておきましょう。今から70年ぐ

らい前に、アメリカで、そして世界で３Ｒという言葉が大変もてはやされた、あるいは人々

の口に上った時代がありました。アメリカのルーズベルト大統領が、1929年の大恐慌の後、

アメリカの経済、世界の経済を立て直すべく、様々な政策をとったルーズベルトが提唱し

た３Ｒです。経済をリデュースしよう、リユースしよう、リサイクルしよう、ではなかっ

たのです。経済をリストアしよう、リコンストラクトしよう、そしてリストラクチャーし

よう、つまりまだその頃は節約とか、分別とか、そう言う思想はありませんでした。 
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ともかく大きいものを求めて行かなくてはいけないというので、ルーズベルトが３Ｒ政策

というものを掲げた時代がありました。 

 それから、70数年が経って、それとは別の３Ｒが我々の生活の基本になる時代がやって

来ました。こうやって見ると面白いですね。これから、また50年、100年経った時に、そう

言えば、21世紀の初頭、日本の総理大臣は３Ｒということを言い出したのだな、それが世

界的な表現になったのだなと、そのことは今から100年後も生きているのでしょうか。それ

とも歴史のひとこまとして記憶の中に残るだけになってしまっているのでしょうか。それ

は、リデュース、リユース、リサイクルに我々がどうやって取り組むかという、その取り

組み方と、その結果によるのだろうというふうに私は思っております。 

 頂いた時間が若干超過してしまいました。余り大した話が出来なかったのではないかと

思いますし、皆様方が想像なさっていた話とは違ってしまったかも知れませんが、私の偽

らざる本音と、それからほぼ間違いないだろうと思われる情報をもとに構築したお話でご

ざいます。 

 どうもご清聴ありがとうございました。これで失礼させていただきます。（拍手） 
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３．３Ｒ取組事例紹介 

（１）三重大学の３Ｒの取り組み   

三重大学環境ＩＳＯ学生委員会 

委員長 松野いずみ 

 

 

 

  

こんにちは。三重大学環境ＩＳＯ学生委員会委員長の松野いずみと申します。 

 大学生、三重大学の取り組みをこのような大きい場で発表させて頂くことを大変感謝し

ております。 

 三重大学は学生主体で環境活動をやりたいということを掲げて、環境先進大学を目指し

ております。そういう三重大学の取り組みを是非皆さんに聞いて頂けたらと思います。 

では、よろしくお願いします｡ 

 まず環境ＩＳＯ学生委員会という組織のご説明のほうを簡単にさせて頂きます。先程も

少しお話したのですが、三重大学というのは学生主体で環境活動をやって行こう､ＩＳＯ 

14001の認証取得も学生主体でやって行こうということで、環境ＩＳＯ学生委員会というも

のを2006年に立ち上げました。それから、大学と共に活動していき、2007年の12月11日に、

三重大学は無事ＩＳＯ14001の認証を取得しました。現在、環境ＩＳＯ学生委員会は40名お

りまして、今も３Ｒや他の活動を通して大学の教職員の方々の協力を得て活動しておりま

す。三重大学環境ＩＳＯ学生委員会では、このように様々な活動を行っています。主に大

学内の環境活動ということで、ごみ減量プロジェクトやコンポストというものもやってお

ります。その中で、このレジ袋削減プロジェクト、放置自転車プロジェクト、あと古紙再

生利用化プロジェクトと、この三つが三重大学の３Ｒ運動ということになっております。

 リデュース、リユース、リサイクルの順番に発表していきたいと思います。 

 先ず、リデュース、レジ袋削減運動ですが、2000年に入って三重県ではレジ袋削減の動

きが活発になって来ました。その中でも三重県唯一の総合大学である三重大学は、大学の

社会的責任（ＵＳＲ）を果たすためにも、三重大学もレジ袋削減に取り組み始めました。

 先ず2006年の６月に三重大生1,051名に対してレジ袋の意識調査を行いました。その後、

同じ６月に１週間、実験的に大学の生協店舗で有料化を行いました。その後、2007年１月

には、活動するだけではなくて、レジ袋削減に対して先進的な活動をしておられるイオン

株式会社のほうから講演をして頂き、レジ袋削減に対する活動について、いろいろな知識

やいろいろなアドバイスも頂くことが出来ました。 

 このアンケートの結果を見ると「レジ袋が必要だと思われる理由は何ですか？」という

問いに対して、半分以上が「買ったものを持ち運ぶのに使うから」、あと40％ちょっとが

「食べた後のごみ袋にするから」ということになっております。 

 三重大学では、ごみの現状もあまり良いものではなく、分別がきちんとされていないと
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いう現状もあります。その中で、レジ袋にいろいろ買ったものを入れて、そのまま捨てる

と、その分別もしないということがありましたので、そのレジ袋削減ということはＣＯ２

削減のこともあるのですが、大学内のごみ分別にも役に立つのではないかというのも、レ

ジ袋削減に対する一つの理由になります。レジ袋は主に買ったものを運ぶということでし

たので、是非その代りになるものを学生さんに持って頂いて、レジ袋削減を進めていきた

いということで、2007年の４月に三重大生からエコバッグのデザインを募集いたしました。

その結果、120点の応募がありました。その中から一番いいデザインを選び、皆さん展示の

ほうで見て頂けたかも知れないですが、こちらの真ん中の写真にあるようなロゴが選ばれ

ました。 

 その後、５月に意識調査はしたのですが、実情というものを環境ＩＳＯ学生委員会では

把握していなかったということもあり、先ずよく使われている昼休み、その生協店舗でど

れぐらいのレジ袋が使われているかということを調査いたしました。三重大学だけでなく、

全国の大学生協さんのほうからレジ袋の実情も調査いたしました。５月の昼休みだけ調査

を行ったのですが、朝も夕方授業が終わった後でも生協店舗は開いているので、もう一度

詳しいデータが欲しいということで、今回は営業時間、８時半から６時半ぐらいまで、環

境ＩＳＯ学生委員会で生協店舗の前でレジ袋がどれぐらい使われているかの調査を行いま

した。この調査の結果、大体年間20万枚、１週間しか調査をしていなかったので、推定で

はあるのですが、三重大学では年間20万枚のレジ袋が使用されていることが判りました。 

 その後、エコバッグのデザインというものを決めたのですが、エコバッグの袋の形によ

っては、やはり使ってもらえるものと使ってもらえないものがあるので、これも学生委員

会や教職員の方だけで決めるのではなく、一般学生の方にどの様な形のエコバッグが良い

かという投票も行いました。この投票ではトートバッグ型は教科書を入れるのに便利とい

う利点があるのですが、持ち運びに不便という点があったのと、そこの展示コーナーにも

展示してありましたレジ袋型のエコバッグ、この二つについて投票が行われました。その

結果、持ち運びにも便利なレジ袋型のエコバッグが良いということになりましたので、三

重大学ではレジ袋型のエコバッグというものを作成いたしました。 

 その後、2007年11月末になるのですが、２週間程生協店舗でレジ袋を有料化するという

キャンペーンと共に、エコバッグを配付するので、是非そちらも使ってほしいというよう

なキャンペーンを行いました。 

 先程も言ったように、お昼によく学生さんが使われるので、お昼に生協店舗の前でレジ

袋が有料化になりますということと、その代りに是非このエコバッグを使ってほしいとい

うことを直接学生さんに声をかけました。 

 その後、2008年１月に生協店舗で有料化が行われました。そして、同じ１月にその後ど

う使用量に変化があったのかということを、もう一度学生委員会で調査を行いました。こ

れが調査の結果になるのですが、この2007年６月末というのがレジ袋有料化をする前の枚

数、量になるのですが、それをＣＯ２換算いたしました。そのＣＯ２換算で排出量が約10

トンということになります。その後、有料化をした後、約98％の削減に成功しました。 
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エコバッグも配ったので、エコバッグもどれぐらい使われているのかという調査もした

ところ、全体で使われている袋の中で約半数以上はエコバッグが使われていましたので、

有料化も大きな成果につながったのですが、このエコバッグを配ったこともレジ袋削減の

達成に大きく貢献したのではないかと思います。 

 現在、ことし2008年の１月に有料化して、一応レジ袋も使用量は下がり、一段落したの

ですが、現在三重大学では５円でレジ袋を販売していますが、その５円に慣れたりなど、

またレジ袋の使用量が増えないかどうかという確認は、毎月生協の方からデータを頂いて

います。下にあるグラフが１月からレジ袋の量、データを生協さんから頂いたグラフにな

ります。このグラフは学生委員会や教職員の方で共有するのではなく、一番レジ袋を使い、

その５円という有料化の一番影響を受けたのは学生さんだと思うので、その学生さんにも

積極的に公開しております。レジ袋の削減率は約98％になるのですが、その分ＣＯ２も約

９トンの削減に成功しました。 

 次に、リユースの活動になりますが、三重大学は一つのキャンパスに５学部、全ての学

部がありまして、大変広い構内となっております。校舎間の移動なども自転車がよく使わ

れ、駅からも歩くとちょっと遠いというような立地をしていますので、学内では大変自転

車が目立ちます。その分放置自転車も多く、救急車など、すぐに入って来られないような

状況になっております。その中で、学生委員会では、景観悪化にもつながるその放置自転

車をどうにかして減らしたいということで、これは大学の学務部さんと協力して、この取

り組みを行いました。 

 まず、今まで2007年度の 初はいろいろな大学の調査や、学務部さんとどういうふうに

取り組みをしていくかということで、話し合いを中心にしていったのですが、2007年12月

に学務部さんのほうで、今年度から放置自転車対策をするということで、そのタグ張りの

告知ポスターを製作して頂きました。これを学内の掲示板に貼るなどして広報を行いまし

た。１カ月間の告知期間を置いた後、2008年の１月にタグ張りを行いました。このタグ張

りは三重大学の構内にあるすべての自転車に張りました。冬休みだったのですが三重大学

では1,000台以上の自転車にタグを張りました。その後、１カ月おいて、まだタグがついて

いる自転車を放置自転車ということにして、学生委員会とその他環境に関するサークルな

どと一緒にこの自転車の回収を行いました。その結果、426台の自転車が回収されました。

防犯登録の確認などもし、その内３台が盗難届が出されているということでしたので、そ

れはもう警察の方にお願いいたしました。 

 その後、全てが使える状況ではなかったので、普段から自転車の修理をする学生や自転

車サークルに入っている学生も、たまたまこの学生委員会にいてくれたので、その学生と

協力して、どの自転車が使えるか、まだこの自転車は修理できるかということを識別し、

約100台が使えることになりました。 

 修理できない自転車というのがあったのですが、まだ使える部品があったので、その部

品については再使用する自転車のほうの修理に使いました。 

 その後、３月は自転車の修理を行い、2008年４月、今年度2008年の入学の新入生に自転
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車を無償で譲渡しました。この譲渡の仕方は、新入生に配る書類の中に、学生委員会で作

った放置自転車の譲り渡しをします、というような告知のプリントを入れさせて頂きまし

た。その結果、100名程が是非欲しい、ということでしたが限りがあったので、その内42台

を新入生に譲渡しました。 

 残り48台ありますが、その48台は学内共用自転車ということで、下宿先で家が近いのだ

けれども、やっぱり大学内では自転車がないと困るという人もたくさんいますので、そう

いう人に向けてぜひ学内の移動に使ってほしいということで、鍵をかけずに学内の駐輪場

にその48台を置かせて頂きました。学内共用自転車というふうに判るように、黄色く色を

塗ったりなどして工夫しました。 

 その後、2008年の６月、これは学務部の取り組みになるのですが、学内の放置自転車の

対策をもうちょっと力を入れていきたいということで、自転車リサイクル室というものを

学内に設置しました。このリサイクル室というのは主に修理を行う所で、そこまで大きい

建物ではないのですが、修理に使う道具や、近くに駐輪場も一緒に建てて頂きました。 

 これが活動の様子ですが､１月の学生委員会で1,000台以上､1,200台ほど学内にある自転

車にタグを張り、どれが放置自転車なのかを識別しました。普段から自転車の修理をする

学生と一緒に修理し、あとこの下の写真になると、自転車の譲渡会、これは１年生に向け

て行いました。先程言った黄色い自転車というのが一番右端の自転車になります。   

取り組み後の様子ということで、対策を行った直後と上の写真は同じ場所で、学校の正

門になりますが、対策の前はすごくゴチャゴチャして、奥にある自転車も取り出しにくい

状況になっていました。対策直後の写真では、これだけきれいになり、それだけ放置自転

車もたくさんあったということがよく判りました。 

 だだ､問題はやはりまだ放置自転車の数自体が減らない。まだ学内には大量に自転車があ

るので、この放置自転車の取り組みについては、来年度も行っていくのですが、学内共用

自転車が外に持ち出されたりなど、様々な問題点を抱えているので、これはもう少し更に

改善をして、来年度またより良い活動にしていきたいと思っています。 

 後にリサイクルの活動になるのですが、三重大学ではプリントなど大変多くの古紙が

出る場所でした。その古紙を今までは研究室や各学部、各部署で集めて、それを業者の車

が１カ所１カ所回収するという形で古紙の回収を行っていました。しかし、それだと効率

も悪く、そしてその回収した古紙がどういう経路を辿ってリサイクルされて、何になって

いるのかというのが不明な状態でした。 

 そこで、今年度から学内に３カ所のコンテナを置き、学生さんがそこに持って行って、

それをトイレットペーパーにして大学内に還元するというシステムが完成しました。さっ

き学生さんが持って来る、ということだったのですが、以前だと各研究室などで出る古紙

は、ちゃんと回収されていたのですが、研究室に入る前の１、２年生の授業で使うプリン

トなどは全く回収のルートに乗せられない状況でした。そんな中でも、コンテナを置くこ

とで、研究室に入る前の一般学生の古紙も回収出来るのではないかということになりまし

た。 
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 これも、先程の放置自転車の再利用は大学の学務部と一緒にやったということだったの

ですが、今回は大学の財務部の方と一緒に取り組みを行いました。2008年の３月に「古紙

回収ボックスとトイレットペーパーのデザインを考える」とあります。この回収のシステ

ムはもともとあって、業者の方から三重大学さんも一緒にどうですかという形で声をかけ

て頂きました。どういうシステムかと言いますと、大学だけでは出る古紙の量もまだ少な

いので、それだけでトイレットペーパーにして還元しようとすると、やはりかなりコスト

がかかってしまって、今まで2007年度以前からもそういう取り組みはしたいということだ

ったのですが、そういうコスト面でも難しいということで、なかなか実現できない状況で

した。 

 今回、声をかけてくださった業者さんは、いろいろな企業で集めた古紙も一緒にして、

トイレットペーパーをつくり、古紙を提供してくださった団体にそのトイレットペーパー

を還元するという形になっています。 

 業者さんの方が、大学でこういう取り組みをするのは、大変大きな意味があるというこ

とをおっしゃって、大学のほうでコンテナのデザイン、あと包装紙のデザインも是非考え

てほしいということを言って頂きました。その中で、三重大学では 初にも言ったように、

環境先進大学を目指しているので、それを他の地域の人にも知ってほしいということで、

三重大学の５学部の環境に対する取り組みも簡単に、文字が小さくてちょっと見にくいの

もありますが、簡単に紹介したデザインにしてあります。 

 そして、2008年の４月に学内に３カ所の古紙回収ボックスが設置されました。名前は「古

紙回収ボックス」ですが、写真にもあるように、大きなコンテナとなっております。一般

学生の方は授業で出た古紙などを自分でそこのコンテナに入れて、そのコンテナがいっぱ

いになれば、業者さんがそのコンテナごと回収するという形になっています。 

 2008年の５月、４月の終わりにコンテナを置いたのですが、１カ月経って、ようやく第

一弾のトイレットペーパーが届きました。このトイレットペーパーは各学部各部局に出た

古紙の量だけ分配して配りました｡その時も学生委員会も財務部の方と一緒に行って､その

トイレットペーパーを渡すと同時に、これはどうやって出来たトイレットペーパーなのか

ということを説明して回りました。やはりこういうトイレットペーパーがあるだけでは、

このトイレットペーパーが一体何なのかというふうになってしまうので、このトイレット

ペーパーは大学から出た古紙で出来ているということを、みんなに知ってもらわないと、

環境教育という面でも、意味が余りなくなってしまうのではないかということで、この啓

発に力を入れました。 

 これが、現在の古紙の回収量と、大学に返ってきたトイレットペーパーの数ですが、現

在、大学では改修工事を行っておりまして、７月に回収量が一気に増えたのはその性にな

るのですが、９月現在三重大学で使う１年間のトイレットペーパーの約４分の１が賄えて

いるそうです。これによってコスト削減、あと大学外に大学の環境に対する取り組みを発

信すると共に、自分達の出した古紙がどういうルートでどういうものにリサイクルされて

いるのか、ということを目に見える形にして、よりリサイクルというものに関心を持って
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もらうと同時に、その過程で興味を持って、環境に対してもう少し勉強をして頂きたいと

いうことで、環境教育というこの三つの利点があったのではないかと思います。 

 この古紙再生利用については、まだ一般学生の周知が足りていないということもあって、

研究室単位で出るのは十分先生方から周知が行き届いているのですが、研究室に入る前の

学生さんには、このコンテナの場所がどこにあるのかということがまだきちんと伝わり切

れていないので、今後はその辺をしっかり伝えていき、また古紙というものはなるべく出

ないようにしなければならないものなので、どうすれば紙の削減をできるのかということ

も一緒に考えていきたいと思っています。 

 以上が、三重大学の３Ｒの取り組みということで発表させて頂きました。ご清聴ありが

とうございました。（拍手） 
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（２）鳥羽市リサイクルパークの取り組み  

ＮＰＯとばリサイクルネットワーク  

理事 高屋充子 

 

 

 

 

 

こんにちは。ＮＰＯとばリサイクルネットワークの理事をしております高屋と申します。

 今日は鳥羽市リサイクルパークの取り組みについてのご紹介をさせて頂きます。鳥羽市

のごみの減量化対策についてということで作られたリサイクルパークですが、今この画面

に映っているこれは、このリサイクルパークを作るに当たりまして、ある一定の地域を固

定しまして、年２回ですが、可燃ごみの調査をいたしました。ということは、生ごみもあ

れば、使ったティッシュもあり、そういうものをすべてこと細かに調査するためにこうい

うことを行ったのですが、これを行いながら、リサイクルパークを作ろうということにな

っていった過程がこの画面になります。 

 鳥羽市としましては、2004年と比較して2010年に廃棄物を15％削減し、リサイクル率20％

以上を目標といたしておりますが、これはなかなか大変な目標だと私は思っています。こ

れに当たりまして、一般廃棄物の処理料金の見直しを始めました。事業所ごみの清掃セン

ターへの搬入料金の値上げ、鳥羽市は事業所といいましても、大きなスーパーは少ないの

ですが、ホテル等が多いので、その搬入の料金をトン5,000円から8,000円に上げるのが一

つと、それから家庭のごみの有料化、これはごみ袋ですが、１リットル当たり１円、45リ

ットルですと45円になりますけれども、これを有料化ということで18年度から行うことに

いたしました。これはその比較になりますけれども、１人当たりの比較で、ここに書いて

ありますように、生ごみ、一番上のところは導入したときの値段です。そして、生活の可

燃ごみ及び不燃ごみのこれを前年度同月と比較した時からの表になっております。１年後

には、可燃ごみが13％の減、不燃ごみが18％減となっております。 

 これは可燃ごみです。そして、次に映るのが不燃ごみになりますけれども、私自身も家

庭の一員として、これの有料化に当たりましては、もう本当になるべく詰め込んで、詰め

込んで出そうという努力というのが各家庭からうかがわれました。そして、その次、皆さ

んのこのレジュメになりますと、ページが逆さまになっておりますので、ちょっと開けて

頂きたいのですけれども、このリサイクルパークの完成までの道のりとしまして、17年の

５月に衣装ケースによる堆肥化の試行ということで行いました。これは何故かと言います

と、やはり自分達の出すごみの中の可燃のごみの中には生ごみが非常に多いということで、

これを堆肥化して減量すればどうかということで、試行的にグループ単位で婦人会、それ

から有志の人で150名ぐらいが、衣装ケースというもので生ごみを堆肥化にかかりました。

そして、これは堆肥化したはいいけれども、後はどうなのかなということで、それによる
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野菜と花壇作り、本当にこの堆肥って良いのかなということで試験的なこともありますの

で、同時にそれも始めていきました。 

 17年の６月には、衣装ケースで取り組んだ者で生ごみのリサイクル連絡会議というのを

設置しました。これには県のごみゼロ推進室、それから市の環境課、農林水産課にオブザ

ーバーの参加をして頂いて、自分達でどうかということになりました。 

 これを何故しなければならなかったかと申しますと、先程申し上げましたが、鳥羽には

大変ホテルが多いです。そして、なかなか不名誉なことですけれども、私たち三重県の中

でも、鳥羽市は一番という可燃、不燃ごみの排出量を誇っております。誇っていいものか

どうかわからないのですけれども、それぐらい鳥羽市というのは随分ごみが多い。焼却し

なければならない、埋めなければならないものが多いと言うことが、私達の目の前にあり

ます。それと同時に、もう一つ困ってきたことが、焼却する物を燃やしていれば、やはり

炉も傷んでまいります。傷んできた炉も、もう寿命が来ている所もありました。 

 そうしたらどういうことが出来るのかなということで、一つとしてこれをやってみよう

ということになったわけです。たかがこれですので、なかなかそれは目に見えた大きなも

のは出来るはずはありませんが、何しろしてみようということで始めてみたのが現実です。 

 そして、18年の２月には、鳥羽市の生ごみリサイクル推進会議というものを設置しまし

た。これは自分達が集まった連絡会議というものから、一つ進んで推進会議というものを

作りました。これを作るに当たっては、やはり自分達だけではいけないなということにな

って、鳥羽市から皆さんに「一緒に運動しませんか」ということで呼びかけて、この鳥羽

生ごみリサイクル推進会議というものに変えました。そうしていましたら、４月に三重県

のごみゼロ社会実現プラン推進モデルというのがちょうどいいタイミングでありましたの

で、そこに手を挙げるということにしました。これはどういうことかというと、後から出

てきますけれども、結局リサイクルパークを作るためのモデル事業として手を挙げて、自

分たちの活動、生ごみをリサイクルしながら活動していく場、そして鳥羽市の生ごみと可

燃ごみを減少、減量していくということを主に目的としたものをつくるということになっ

ていきます。 

 そして、さあどういうものを作ろうかということになった時に、生ごみだけではもった

いないのではないかな、ということになってきました。鳥羽市はもう早くからいろいろな

ごみを分別しておりました。その時はまだパークという名前は付いていなかったのですが、

この処理が出来る施設の中で、自分達が処理出来る物は何かということに話がどんどん進

んでいきまして、その他プラスチックもある、その他に紙もある。そしたら、段ボールも

ある、新聞もあるということで、そういう総合的なものを作ろうということになりまして、

この調度良いタイミングとしてモデル事業に申請したわけです。 

 その運営に当たりましては、やはり市が係るわけにはいかない。自分達でやっていかな

ければならないとなりますと、やはりＮＰＯというのを立ち上げなければならないなとい

うことで、そのリサイクル推進会議、その人達が主になってＮＰＯとばリサイクルネット

ワークというのを設立して、現在に至っています。 
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 11月には、このリサイクルパークの建設が始まりまして、19年度にはリサイクルパーク

が完成して、現在に至っております。 

 鳥羽市のリサイクルパークの現状としましては、先程申しましたように、計画の段階か

ら、市民である私達委員の意見、その意見を出しながら、ＮＰＯが主体として運営に当た

っていくということで、リサイクルパークを整備し、家庭のごみ、生ごみの排出抑制とリ

サイクルを推進するということを目的にしていきました。ただ､その時に、それだけではい

けないということで、資源化の回収拠点の話や、環境教室の設置をする、そして、これだ

けではもう少し物足りない。やはり要らないものを持って来やすいようにしようというこ

とで、リユースショップということで、それも売れるようにということで、一つずつリサ

イクルを通じた市民の交流の場として段々発展していったのがこの事業となっております。 

 この平成18年度のごみゼロ社会への実現推進プランモデル事業からは、予算2,300万円を

貰っておりますけど、これ半分は鳥羽市からです。そして、管理運営はＮＰＯとばリサイ

クルネットワークが係り、この業務委託は鳥羽市からですけれども、実質業務委託という

ことは、私たちが働く時間給は500円なのですけれども、それを頂くということでやってお

ります。 

 今のＮＰＯ、18人程でやっておりますけれども、その方々の中から、常時３人居たり、

４人居たりということで、運営に係わっているのが今の状況です。 

 リサイクルパークでの取り組みの一つとしまして、リサイクルごみの受け入れ、これは

堆肥から始まったのですが、やはり堆肥というのはなかなか人には馴染みがなく、リサイ

クルパークがあるよということになりましたら、紙とか段ボールという搬入が多くなって

きます。その時に、私達の話し合いの中で、ただただ持って来て、そしたら私達は事業と

して業務委託を受けます。その労働に、安いですけれども仮に500円を頂くとして、あとこ

の受け入れて売れた紙のお金をどうするか、段ボールが売れたお金をどうするということ

に実際なってきました。よその地域では、これを市に全て納めるというところもあったの

ですけれども、これは市民の皆さんが自分達のお金を使って得たものだから、やはり自分

達の手元、市民の皆さんに返そうではないかということになりまして、市の商店街が発券

しております「てんすうくんカード」というのがあります。これは市内では100円に１点つ

くのですが、ここのごみの受け入れでは１キロ１ポイントとして、皆さんに納めていると

いうのが現実で、いっぱいになりますと500円になりますので、その500円を市の商店街で、

換金は出来ませんが、品物と交換してもらっていいようになっております。 

 そして、これはリサイクルパークの瓶、アルミ、白色トレー、そしてその次が電池です。

蛍光灯とか、そういうふうに分けてあります。これは、実際本当は堆肥舎にいいなという

ことで作ったのですが、いろいろな話し合いの中でこれも要るということで、堆肥舎をこ

のように変えておりますので、分別が本当にここでよかったのかなというと、皆さんには

使い勝手の悪い部分もあるみたいですが、今のところこうなっております。 

 そして、瓶そのものも集めておりますけれども、瓶でもビール瓶とかお酒の瓶は業者に

渡して、あとは市のほうの収集場に持って行くというシステムを採っております。 
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 そして、生ごみの堆肥ですが、これは一番初めの目標が生ごみということで、生ごみ堆

肥を作るということを主眼に置いておりましたけれども、やはりなかなか皆さんには溶け

込み難いものもあるみたいなので、溶け込み易いように、堆肥化の講座と、それを堆肥の

ケース、それは私達が「ひなたぼっこ」と名づけたのですが、その使い方、そして後のフ

ォローの仕方というのをこちらのほうでもやっております。これが堆肥化の講座ですけれ

ども、今のところ、大体300人､もう少しすると出てきますが、370人ぐらいが係わっており

ます。370人というと、なかなか少ないように思いますが、人数的には離島を抱えている鳥

羽市に於いては多い方だなと私は考えております。今出てきましたけれども、「ひなたぼ

っこ」の状況としまして、現在377ケースを使ってくれていまして「ひなたぼっこ」は公共

施設でも、保育所、それから安楽
あ ら

島
しま

の保育所、それから小学校でも同じように使っており

ます。これは保育所で使っている大きなケースで、ステンレスで出来ております。これは

保育所です。保育所がこのように並べてくれまして、保育所の給食で出た生ごみから残渣

をこちらのほうで処理してくれます。それがいっぱいになったところで、市の職員の方が

集めに行ってくれまして、こちらのリサイクルパークで堆肥に変えるという役目を担って

おります。 

 そして、これが実際の堆肥を作っているところです。堆肥というのは微生物で生ごみ、

出されたごみを食べてしまうという不思議なものですけれども、ここで作っている分に関

しましては、これで皆さんにはお判りにならないかなと思いますが、一次処理というのが

各家庭でされてきます。それは生ごみのこの衣装ケースに床材というものが入っておりま

して、そこに自分のところにできた生ごみ、残渣を入れて、それが一次処理です。そして、

ここで行うのは二次処理です。これが二次処理の段階なのですけれども、この二次処理を

上手にしなければ、なかなか良い堆肥が出来ないということで、この堆肥というのはなか

なか難しいですけれども、私達のメンバーは堆肥を作る学校まで行き、そして堆肥の勉強

を１年間して、その人達がこちらの中で堆肥を作ってくれているというのが、今の現実で、

やっとこの２年目において、良い堆肥が出来てきました。良い堆肥というのはおいしい野

菜ができる、そして良い花が咲く。それが結果として出てきますので、堆肥が良くなけれ

ば、何もここでこういう作業はしなくても済んで、ただただ、これをまた土に返せばいい

ことなのですけれども、作る限りはやはり良い物を作りたいということで、ＮＰＯの私達

のメンバーは頑張ってくれております。 

 そして、これがリサイクルパークの資源ごみの現実です。ここでちょっと皆さんにちょ

っと訂正をして頂きたいのが、この辺にゼロとあります。こちらの廃油と古着のゼロとい

うのは、この廃油も古着も19年度の10月から始めていますので、このゼロは当たり前なの

です。ここのゼロ、多分、この資料をじっくり見ていらっしゃったら、何故ということに

なろうかと思いますけれども、私達はこの搬入、ここに持ち込まれた物を一つの大きなコ

ンテナに入れてストックしております。そして、ストックされて一杯になったコンテナを

業者が持って行きまして、その業者が「はい、今回は何キロでした」「今回は何トンでし

た」ということで報告をくれます。それが結局私達のこの受け入れ量になっておりますの
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で、多分この８月９月は、この月に回収されずに７月の終わりと10月の初め、そういうふ

うになっていたかと思いますので、ここのところは回収がゼロだったのかということは決

してございませんので、ちょっとそこのところを補足させて頂きます。これで見て頂きま

すと、本当にどんどん、どんどん多く回収されてきております。そして、今、 初に私達

が始めたのは、本当にアルミ缶、スチール缶、無色瓶、茶色、それからペットボトル、プ

ラスチック容器、段ボール、新聞、雑誌だけだったと思うのですが、その次にやはり乾電

池が入り、蛍光灯が入り、牛乳パック、そしてシュレッダーの紙、廃油が今入ってきてお

りました。そして古着というふうに、段々と増えてきておりますが、これは市がどんどん

増やせというわけではありません。私達のメンバーが、やはりこういうふうに市民の皆さ

んが要請している、そういう希望を持っているということで増えていったので、これだけ

の科目になってきております。 

 ですので、決して市に要請されて、市に強制されてこれだけ集めなさいというのではな

く、自分達が進んでこれを集めて、やはりそれを鳥羽市のごみの減量に係ろうという姿勢

で、こういうふうに種目は増やしてきたというのが現実です。 

 そして、次の私たちのリサイクルパークの取り組みとしましては、環境講座というのが

あります。先程の堆肥を作ることも一つですが、これはトレーナーとかタオルで布草履を

作っております。これはパークの中で作っている様子です。毎回たくさんの方と講師の方、

やはり地元の人に来てもらってやっておりますので、好評の内に終わっております。そし

て、古着でバッグを作ったり、傘でバッグを作ったり、そして今度はマイ箸を作ろうとい

う予定もありますし、堆肥でおいしい野菜を作ろうという、そういう講座を開いております。  

 そして、これは子供達も環境教育ということで、これは環境省からお借りした太陽電池

で何かを動かそうということで、こういう取り組みを子供達に見せて、こういうことだと

知ってもらっています。 

 石けん、これは廃油による石けんですけれども、廃油の石けんというのはなかなか難し

いというか、気難しいのが今の油で、油にもこの頃はいろいろ体によい油とか、そういう

ものがありますと、この廃油そのものの品質が問われてきまして、廃油で石けんを作ろう

と思いましても、いい石けんというのがなかなか作れないというのが、今の現実です。で

すけれども、私達としては段々増えている石けんというのをいかに作ろうかということで、

この11月の10日にも滋賀県の方に自分達で勉強に行って、自分達のこのパークに合った石

けん作りというのを勉強して来ようということで計画しております。 

 そして、これはリユースです。これは皆さんに持って来て貰った引き出物、そして要ら

ない服、もちろんそれは新しい服が主ですけれども、そういうものをこちらのほうで販売

しております。ただ、ここで販売しておりますのは、100円とか200円の世界ですので、な

かなか集まりませんが、この４月から今年の10月までに３万円売り上げがありましたので、

ここの収益金というのは、すべて社会福祉協議会に渡そうということになっておりますの

で、この10月には寄附をさせて頂きました。 

 ということで、毎日毎日、毎月、利用者が増えております。９月には２万人ということ

29 
 



で、この時も「２万人、おめでとう！」ということで来て頂いた来場者には、ささやかな

お祝いをさせて頂きました。多分これからどんどん増えていくだろうと思います。 

これは、「ひなたぼっこ」の説明ですが、私たちが一番初めに始めたのはこれですので、

これの説明というのをちょっとさせて頂きますと、これは、先ず衣装ケースを求めます。

そして、上の透明のところと金具、これはこのリサイクルパークの職員、男性の方がこの

ように作ってくれます。そして、これを鳥羽市は一応全てこの金具から衣装ケースを鳥羽

市のお金で買ってくれます。そして市民の人達には出来上がった物を2,000円で分けて、あ

とはもう市の負担ということになります。これを2,000円で買ってもらって、床材からすべ

て準備しまして、皆さんに使って頂くということになります。これはやはり太陽が大好き

で、太陽のところに置いておきますと、乾燥して微生物が生ごみをたくさん食べてくれる

というシステムで、私も利用しておりますけれども、本当に思ったより匂いがしないし、

なかなかこれは優れ者だと私は思っております。 

 そして、これが「ひなたぼっこ」の利用方法です。この利用方法というのは、皆さんに

今話しましたように、生ごみを堆肥のケースに入れて、それをリサイクルパークに搬入し、

そしてこれを二次処理という形をとります。この二次処理の時には、60度から70度という

温度に自然とこの微生物の作用でなってきます。そして、それがこの生ごみの中にいるい

ろいろな雑菌を殺して、良い堆肥に生まれ変わっていくという、そういうシステムです。 

 只、これを家庭で始めてから仕上がるまで、約半年かかるますので、気の長い話ですけ

れども、これをきちっとしないと、良い堆肥が出来ないというのが今の状況です。なるべ

く良い堆肥というのを利用者、そして希望者、希望もやはり公共的なことに係わっている

ところには優先的に渡しておりますが、これを試してみたいという人には差し上げており

ます。これが私達の生ごみから「ひなたぼっこ」を作り、そして大きくリサイクルパーク

に発展していったという説明になりますが、今、私達ではその役割分担をしておりまして、

個々の役割分担のおかげで、また一層これがグレードアップしているというのがリサイク

ルパークの現状です。 

 只、 後になりますけれども、パークのこれからの役割としまして、鳥羽市の現況を知

らせる、先程申しましたように、鳥羽市というのは三重県でもワーストワンというごみ排

出量を持っておりますので、それを少なくするように努力するために、私たちは啓発を行

う。そして、子供たちに環境のことを十分知って貰うように働きかけをし、なるべくなら

家庭において排出を極力少なくして貰うというのが、私たちの役目、これから取り組む役

割かなと思っております。 

 以上です。ご清聴ありがとうございました。（拍手） 
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（３）レジ袋削減運動について－１  

伊勢市環境部資源循環課ごみ減量推進係長  

黒瀬 尚人氏 

 

 

 

 

 

皆様こんにちは。伊勢市の資源循環課から参りました黒瀬と申します。 

 今回はレジ袋大幅削減の運動、レジ袋有料化の取り組みについてお話をさせて頂くの

ですが、前半の方は私の方からレジ袋削減運動の伊勢市の取り組みについて概要を説明

させて頂きたいと思います。後半に付きましては、事業者の立場からということで、株

式会社ぎゅーとらの高橋さんの方に説明をして頂きます。 

 先ず伊勢市の現状でございますが、昨年の９月21日に市内の全てのスーパーマーケッ

トで有料化を始めまして、今年の１月に新しい業者が参入してまいった時も有料化をし

て頂きました。あと先月調度１カ月前でございますが、一部のドラッグストアでも有料

化をして頂くような形になりまして、10事業者31店舗で現在実施中ということでござい

ます。そもそも伊勢市は平成13年にマイバッグの全戸配付というのをやっておりました。

ですので、伊勢市に住んでおる方、旧と書いてありまして、合併前ですが、お家のどこ

かを探して頂ければ、この様なマイバッグがあるよという、そういう環境になっていた

市でございます。あと可燃ごみとか、ごみの排出の時にレジ袋で出しちゃだめですよと、

そういうふうな状況もありましたので、そもそもレジ袋の使い道というのは余りなかっ

たという、そういう環境があったということをご理解頂きたいと思います。 

 マイバッグを配付した後､大体20～30％のレジ袋辞退率があったのです。ただ､これは

当時としては結構高い数字です。多分レジ袋を有料化しないところというのは､10％台

ぐらいのところが多いと思うのですが､これでも高い数字、当時は高かったのですが、

やはり市民の努力だけではちょっと限界があるのか、事業者の理解も要るのかというふ

うな環境、土壌の中で有料化の検討をしてまいりました。方法としましては､行政､事業

者､市民団体が一つのテーブルにつきまして､｢ええやんかマイバッグ､レジ袋有料化検

討会｣という組織をいたしまして､そこでこまごまとした検討をさせて頂きました。メン

バーとか、役割とかは手元の資料に書いてございますので、また読んで頂ければと思い ます。 

 検討会でいろいろと有料化をやりましょうということを決断いたしまして、決断をし た

後､今度は啓発の部分になってまいります。 初は昨年の６月ですけれども､こういうイ

ベントをさせて頂きました。この時にはまだ市民にはレジ袋を有料化するということは一 般

には発表していない段階ですが、このイベントに参加したら、多分そういうふうになる

のだろうなというのは判って頂くようなイベントを実施いたしました。 
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 その後、７月に伊勢市長のほうから発表させて頂きまして、一番暑いさ中に、市内ス

ーパーマーケット全部をこのように回りまして、声掛け運動ということをさせて頂きま

した。今でこそ三重県内はレジ袋有料化が大分進んでまいりましたが、この頃はまだ

伊勢市だけでしたので、この店頭に立って声掛けをするというのは、正直勇気の要るこ

とでございました。何でそんな今までタダで渡していたものにお金出すのかと、たかが

５円、されど５円でございます。非常に怖かったのですけれども、この写真におばちゃ

んが黄色い法被を着て写っているのですが、これが市民団体のおばちゃんでございまし

て、このおばちゃん達が店の店頭で「今度からレジ袋が有料化になるのですよ。環境も

大事ですよ。」というふうな感じで声掛けをして頂いて、非常にこれが私達からすると

助かりました。もっと言いますと、事業者だけの力ではやっぱりで出来ない。行政の力

だけでもできない。やっぱり行政、事業所、そして市民団体の皆さんが一体となってや

っていったので、前へ進んだのかなというふうに思っております。 

 こういう呼び掛けも１カ月ぐらいの間に、３回ぐらい全ての店舗で立たせて頂いて周

知をさせて頂きました。あと有料化の当日は、駅前に立って、伊勢市長も連れてきまし

て啓発もさせて頂きました。あといろいろ啓発させて頂いたのですが、このレジ袋有料

化の啓発で、やっぱり有力だなと思うのが上から三つ目ですが、各事業者の折り込みチ

ラシ、週末とかによく売り出しのチラシが出ると思います。うちの嫁さんも週末になる

と穴が開く程読んでおりますが、そういうのには「レジ袋有料化しますよ」というのが

書いてありますので、これは非常に有効なツールではないか、今後やる上では必ずやっ

て頂くと良いのかなと思っております。 

 伊勢市の場合、このような協定書というのを設けまして、事業所、市民団体、行政の

約束ごととして、一番向こう側に署名をして頂いて、この中でいろいろな約束ごとを書

くというふうな形、スタイルをとっております。こういう協定式というのもやりまして、

中には中止の宣言だとか、レジ袋持参率の目標であるとか、収益金の活用であるとか、

事業所に対することが多いのですが、市民団体の人は呼び掛けをして下さい、行政は積

極的なＰＲをして下さいと、いろいろな約束ごとが書いてございます。また、お手元の

資料でゆっくりご覧頂ければと思います。  

有料化の概要でございますが、市内の店舗ほぼ全て１枚５円ということで頂いており

ます。ただ、一部例外規定もございまして、例えば丸い桶のお寿司なんかは、あれ用の

マイバッグを持って来るというのはなかなか大変ですので、ああいうのはサービスで頂

くということもありますが、概ね１枚５円ということで、今伊勢市でいきますと、後ほ

どぎゅーとらさんから「ぎゅーとら」の５円のものを見せて頂けると思いますので、そ

れを見てもらえばと思います。 

 これは、これだけお金を使いましたという、大体100万円弱ということで、あまりお

金を使わずにできたのかな、人の力が多かったのかなというふうな感じでございます。

その成果でございますが、これが毎月測定をしておりますレジ袋辞退率でございます。

先ほどレジ袋有料化の前で、20～30％ということを言わせて頂いたと思うのですが、有
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料化スタートの時点で88.8％、皆さんのお手元の資料は８月分までになっています。９

月分が 近出まして、９月が91.3％になりまして、またちょっと上がったのですけれど

も、やはりこの数字を見て頂きますと、有料化という手法の威力はすごいなというふう

に思います。また、段々先細ってくるというか、下がってくるという形ではなくて、段々、

段々上がってきておるというふうな形ですので、もう１年たって定着したかなというふ

うな感じもいたします。あと成果を別の面で見させて頂きますと、石油の使用量、材料

がそもそも石油でございますので、石油の使用量、ごみの量、ＣＯ２、大体これはあく

までも試算でございます。半年間での試算ですので、１年分はこれを倍にして頂いたら

いいかと思うのですが、大体これぐらいの削減効果はあるのかなという試算ですので、

これは参考までに見て頂いたらと思います。 

 今後でございますが、業種、店舗の拡大ということで、ドラッグストアの拡大は何と

かできました。ちょっとホームセンターが今伊勢市内３店舗程あるのですけれども、ち

ょっと難しい状況がございまして、今後もうちょっと説得というか、協力依頼をしてい

かなければいけないのかなという感じでございます。あと新規参入業者はしばらくない

かなというような状況です。あと収益金の活用方法ですけれども、つい 近、記者発表

をさせて頂いたので、ちょっと説明させて頂きますと、収益金につきましては、「ええ

やんか環境活動助成金」という制度を作りまして、レジ袋で得ました収益金を元手にい

たしまして、伊勢市内で活動する個人、団体の皆さんに活動助成金をお渡ししよう。ど

ういう活動かといいますと、ごみ、環境を全般に関して、もう特にごみのこととか、環

境のことだったら何でもいいよというふうな形です。１件当たり10万円を上限といたし

まして、５件程度助成をさせて頂こうかと、今年の１月ぐらいに、応募して頂いた団体

さんにはプレゼンをして頂いて、審査をさせて頂いて、その審査に基づいて助成金はお

渡ししようと、そういうふうな制度を 近設けました。今度のこの月末の広報で発表を

させて頂いて、広く公募したいというふうに考えております。 

 中締めということになるのですが、そもそもレジ袋の有料化、これが目的になっては

いけないというふうに、私共検討会では考えております。あくまでもレジ袋有料化とい

うのは手段である。何の手段かといいますと、下に書いてございますように、環境配慮、

循環型社会の形成の手段としてレジ袋有料化というやり方を今回やりましたというこ

と、これは検討会でもつい 近なのですけれども、確認しましょうということで、改め

て確認いたしました。先程も説明させて頂きましたように、このレジ袋有料化という手

段があって、今度新しい環境の助成金という形に生まれ変わる。ちょっとの前進かもわ

からないのですが、伊勢市に、レジ袋の有料化で得たもので、いろいろな団体さんに新

しいものを生み出してもらうという形になっていきます。これが伊勢市の現状でござい

まして、また今度活動助成金とかがどういうふうになって行くのか、また今後楽しみな

部分もあるのですが、今後も立ちどまらずに進んでいきたいなというふうに考えており

ます。それでは、私の概要はもうこの辺ということで、今からはぎゅーとらさんのほう

から、事業者の立場からお話をして頂きと思いますので、よろしくお願いいたします｡ 
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（３）レジ袋削減運動について－２ 

   株式会社ぎゅーとら 

コンプライアンス対策課 高橋美貴 

 

 

 

 

 

皆さんこんにちは。ぎゅーとらのレジ袋の削減の取り組みを発表させて頂きます。 

 皆さん、ぎゅーとらってご存じではない方も見えると思いますので、ぎゅーとらはこ

この津市から南は志摩市までの食料品を中心としたスーパーマーケットです。 

 昨年９月より、伊勢市内の９店舗が先ほどお話して頂いたようにレジ袋有料化に踏み

切りました。それまでのマイバッグ持参運動であるとか、環境の取り組みについてお話

させて頂きます。 2000年、今から８年前なのですけれども、マイバッグ持参運動をス

タートさせました。これはある一人のお客様から「レジ袋を貰わないでお買い物をした

いのですが、何か特典を貰えませんか？」ということでした。その時は、大きいマイバ

ッグとかを持っていると万引きであるとか、スーパーではレジ袋が貰えるのが当たり前

の時代でした。この声をきっかけに、マイバッグのプレゼントであるとか、マイバッグ

持参運動を始めました。 

 その次の年に、環境マネジメントシステム、ＩＳＯを取得させて頂きまして、大体持

参率10人に１人の方がマイバッグを持って来て頂くということでした。 

 2001年、さっきのお話ですが、伊勢市がマイバッグを配付しました。その年でグッと

と上がりまして、大体20％、2003年度からは、伊勢市ではごみ袋が指定ごみ袋になりま

して、こういうレジ袋では出せないようになりました。その年が大体22％から25％を推

移しておりました。グラフで見て頂くとよく判るのですが、2001年は大体14％で、200

3年にかけてずっと上がりまして、大体こんな感じで推移していました。 

 先程言わせて頂いたように、ぎゅーとらは伊勢市内や松阪、津に店舗がありまして、

大体比較を見て頂くと、マイバッグを配付して頂いた伊勢市はかなり有料化する前から

30％という数字でした。大体伊勢市以外は18％でした。 

 有料化までの動きですが、伊勢市さんからお話を頂いて、事業者としては実は心配し

ていた面もありました。ただで貰って当たり前のレジ袋を有料にして、お客さんに納得

して頂けるのか。あとは有料化していない店舗に行ってしまうのではないかという心配

がありました。でも、 終的に弊社の社長が地域社会を大切にするため、そして将来の

子供達のために、積極的に環境活動に取り組もうということで決断してくれました。５

月に、先程の検討会が発足しまして、レジ袋有料化の準備を社内で立ち上げ、シンポジ

ウム、先程の市民団体による店頭キャンペーンを行いました。 

 ９月に、事業者としましても､お客様に有料化になるので､マイバッグの配付を行って、
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９月21日にレジ袋有料化を実施しました。先程のキャンペーンなのですけれども、この

様にマイバッグをプレゼントしたり、有料のレジ袋を試して頂いたり。先程もお話があ

りましたので、ごめんなさい。 

 今までもうちょっと小さかったのですけれども、ちょっと大きくして、厚手にして、

何回も使えるようなレジ袋に変更しました。こんな感じで店内にも掲示して、右なので

すけれども、実は無料で配布する袋というのをやはり設けました。それはオードブル、

大きいお寿司であるとか、お弁当の袋、お客さんが持ち運びに不便なものは実は無料配

布をしていました。しかし、伊勢市の方はすごく環境に意識も高くて、この11月からは

この無料配布も実はもうやめさせて頂こうかなと思っています。只、大きいお寿司とか、

持ち運びに不便なものは引き続き無料で配布させて頂きます。 

 お客様に有料化ばかり押しつけるのではなくて、やはり社内でも環境のことを再度大

切に行動しようということになりまして、休憩時、お昼にお店で買う時もレジ袋を貰わ

ない、従業員からレジ袋削減を始めましょうということも始めました。お昼なのですけ

れども、平気で割り箸とかを休憩室に置いていたのですけれども、もうやめて、自分の

箸でしか食べられないように、割り箸は全部、全休憩室から撤去しました。スーパーで

すので、新しい商品の試食があるのですけれども、そんな箸も割り箸を今まで本当にた

くさん使っていたのですけれども、みんなで自分の箸を持って、資源の節約、使い捨て

の見直しを従業員から始めました。 

 有料化後のマイバッグ持参率は91％です。ここで、伊勢市以外にも注目なのですけれ

ども、伊勢市以外も、実はやはり近隣の市とかはやはり伊勢市の有料化の影響を受けて、

23％とすごく上がっています。 

 ぎゅーとらが有料化に成功したポイントは、一つはお客様の環境意識が高いというこ

と、伊勢市がマイバッグを配付したこともあるのですけれども、有料になって、無料だ

ったらどんなものでも貰おうと思っていた方も、有料になったら、もう買わない、買っ

た袋は何回も再利用しようと思うようになりました。 

 二つ目は、先程も伊勢市さんからお話して頂いたのですけれども、事業者単独でやる

とか、伊勢市、行政だけ単独でするだけじゃなくて、伊勢市、市民団体、事業者が一緒

になって取り組んだということです。あとは全スーパーが足並みをそろえて実施したと

いうことも大きいと思います。 

 三つ目なのですけれども、やはりチェッカーの声掛けというのもすごく大切だと思い

ます。皆さんコンビニとかへ行って、何も聞かずに袋とかに入れられると、もうそのま

ま断れないですけど、とりあえずぎゅーとらでは「袋をお持ちですか？」と、先ず一旦

聞かせてもらって、「テープでもよろしいですか？」と聞かせて頂いて「それでは困る

わ」という方にだけ、この袋はつけさせて頂いています。 

 環境のことを、子供達にも伝えていこうということで、ぎゅーとらでは地域のイベン

ト、例えば餅つきとか、大内山ツアーとか、いろいろ計画してやっていますが、その時

に食べ物の大切さだけではなくて、今はレジ袋も有料化になって、環境のことも大切な
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のですよということを伝えていっています。こんな感じでＤＶＤを作って、保育園とか

幼稚園、小学生の子供達に見せて、環境のこととか、食べ物の大切さを伝えていってい

ます。 

 後になりますが、ぎゅーとらは８年前からマイバッグ持参運動をしてきたこととか、

伊勢市で共同で行ったこと、そして会社全体が環境の取り組みに前向きであったことが、

レジ袋有料化を成功させたポイントだと思います。 

 スーパーは皆さんがおっしゃられるとおり、たくさんの物を売って、たくさん生ごみ

も出ます。環境に悪い影響を与えていることも事実です。だから、スーパーとして出来

ること、環境保全活動なのですけれども、お客様に環境のことを情報発信したり、少し

でもお客様に環境のことを考えて頂くという取り組みをこれからも行っていきたいと

思います。 

 トレーのことをよく言われるのですけれども、トレーを全くなくすわけにはいかなく

て、やはり衛生の面もありますので、たくさんごみになると言われるのですけれども、

トレーを10枚集めて頂くと、エコポイントとして10点も貰えるような活動もしています。

お客様に得だなと思われるのと、環境をこんなことも考えなければいけないんだという

ような発信をこれからもしていきたいと思います。 

 今日は長くなりましたが、ご清聴ありがとうございました。（拍手） 
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４．閉会挨拶  

■三重県環境森林部長 小山 巧 

 

 

 

 

三重県の環境森林部小山でございます。 

 今日は皆様、この「３Ｒについて語ろう in 三重」、環境省中部地方環境事務所の主

催で開催されましたこちらに、本当に大勢の方がご参加下さいましてありがとうござい

ました。 

 今日私が、平野先生のお話の中で印象に残ったのは、脱石油時代を迎えて、３Ｒに取

り組む大切さというものが、いろいろな角度、幅広い視点からあったと言うことです。 

３Ｒについては、私達一人一人が全て自分で考えていくことが大切だというお話だった

と思います。 

 そして、ちょっとショックだったのが、水資源をリユースするというお話がありまし

た。水をリユースして使わなければならない地域が地球の中にある。私たち日本は水資

源が多くあります。ですから、水をふんだんに使えますし、飲み水にも事欠かなかった

時代です。でも、ペットボトルの水に頼っている方もかなりあると聞きます。そして、

水道の水でなければ、安心して飲めない時代。昔は谷川の湧水を飲むことも出来ました。

でも、その湧水も、今は水質の検査をしないとなかなか危ないのではないかという気に

なってしまいます。そういうふうに時代が変わって来た、社会が変わって来たのが今の

時代かなというふうに思います。 

 これから３Ｒについて、本当に私達一人一人がもっともっと考えていくということが

大切なのかなというふうに思います。 

 そんな中で、今日は、地域で３Ｒの実践をされ、すばらしい成果を上げられている事

例を発表されました。三重大学の松野様、それと、とばリサイクルネットワークの高屋

様、ぎゅーとらの高橋様、伊勢市役所の黒瀬様、本当にありがとうございました。すば

らしい発表だったと思います。こういう地域での実際の取り組み、これはアイデアの積

み重ねによる取り組みだとか、あるいは本当に粘り強い、思い切った取り組みというも

のの積み重ねがこういう成果を上げられていると思います。大変私達にとって参考にな

る取り組みだと思います。ありがとうございました。 

 後になりますが、今日ご参加の皆様が、今日のこのセミナーでいろいろなお話を聞

いて頂いて、皆様の、あるいは、地域に帰られて皆様の周りの方々の意識とか行動とか

が変わるきっかけになれば本当にありがたいなと思います。 

 今日は本当にありがとうございました。ご清聴ありがとうございました。（拍手） 
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Ⅴ.展示コーナー 

■展示概要 

 展示コーナーでは、それぞれの立場で３Ｒに取り組んでいる方々の、取組事例のパネル

展示や、 近見直されている「風呂敷」の活用講座のコーナーが設けられ、楽しみなが

ら３Ｒを体験するなど、来場者の興味を引いていた。 

 

■パネル出展団体 

 ・三重大学環境ＩＳＯ学生委員会 

 ・NPO とばリサイクルネットワーク 

 ・株式会社 ぎゅーとら 

 ・三重県ごみゼロ推進室  

三重県松阪農林商工環境事務所 環境室 

 ・環境省中部地方環境事務所 
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