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事務局 コーディネーター

齋藤 友宣

（鎌倉 2015年05月16日）

ごみの少ない鎌倉を目指して
～今、わたしたちができること～

パートナーシップでごみを減らす！
～京都市内の事例を中心に～
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 市民・事業者・京都市が協力して、ごみの減量に取り組む
ため、平成７年5月に，京都市廃棄物等減量審議会から出さ
れた答申をうけ。平成８年１１月に設立された。

 会員数：４２０以上

 会長：高月紘（京都大学名誉教授・京エコロジーセンター館長）

 ４つの実行委員会とその中にある小委員会で，さまざまな
事業をおこなっています。

京都市ごみ減量推進会議とは？

自己紹介
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なぜ設立されたのか？

自己紹介
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ごみを減らすためには，各人の協力と連携が必
要
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京都市ごみ減量推進会議の活動
自己紹介

• 会報誌「こごみ日和」
• ウェブサイトの運営
• 企業向・市民向 講座
• こども向けWS

• 学乳パックリサイク
ル
「めぐレット」

• 秘密書類（機密書
類）
リサイクル

• 市役所前フリーマ
• 助成金事業

• 地域ごみ減 • エコ商店街
• 容器包装削減
• リペア・リメイク
• リユースびん（休止

中）
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地域ごみ減量推進会議とは？

–ごみ減量は，かけ声だけでは進みません。

–ごみが出る「現場」での活動が重要です。

–京都市ごみ減量推進会議では，小学校区
（元学区を含む）ごと，地域ごとに立ち上
げられた「地域ごみ減量推進会議」ととも
に，地域や家庭でのごみ減量活動を進めて
います。

–概ね小学校区ごとに設立されています。

地域活動実行委員会

自己紹介

さまざまな活動の様子

環境学習会の実施 56団体 （37.3%）

施見学会の実施 59団体 (39.3%)

フリーマ・バザーの開

催 34団体 (22.7%)

その他 22団体 (14.7%)

学区内での啓発活
動

75団体 (50.0%)
落ち葉・生ごみたい肥作り 28団
体 (18.7%)
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 Free（無料）とFlea（蚤の）Market（市）

古着を持参し，並べて，
会場にある他の古着を
自由に持って行ってよい。

２０１０年にはじめて実施
したときには２日間で
１８００人程度の参加。

売るほどでもない，買うほ
どでもない，無料だから
冒険できる。

フリーフリーマーケット

京都の２Ｒ事例紹介>リユース

[ひのでやエコライフ研究所，京都市など]
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ポイント１
京都市内の会議施設リストを作成。
湯茶提供設備を調査し、整理します。

ポイント２
あわせて会議施設周辺の酒販店も紹介し、リユースびんに

入った飲料を会議施設に配達してもらう仕組みをつくります。

飲みものからエコ会議ウェブサイト

http://www.bochibochikyoto.jp/

modules/teamap/

エコ会議-2010年

京都の２Ｒの事例紹介＞リユース，リデュース

[京都でエコ会議をひろめよう実行委員会，他]
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ようきにへらそうキャンペーン-2012年～

京都の２Ｒ事例紹介>リデュース

[京都市ごみ減量推進会議]
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 次のような容器や包装の少ない商品を導入しました。

これまでの容器や包装 容器や包装の少ない商品

鶏
肉

ポ
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ト
サ
ラ
ダ

容器や包装の少ない商品の例

紙シート＋ラップ

6g/個
持参容器（タッパー）

0g/個

透明トレー＋フ
タ

13g／個

発泡トレー＋ラッ
プ

5g/個

かさばらない
から便利！

販売の様子

発泡トレー＋ラップ

6g/個

重さで約6割削減

何度も使う容積とCO2が減る
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 これまで普通の容器を買っていた人も，

4割～5割くらいの人は容器包装の少ない商品を
選んで買いました。

容器や包装が少ない売り方は，多くの人に好評！

鶏肉ポテトサラダ

キャンペーン

中
キャンペーン

後
キャンペーン

中
キャンペーン

後

約 64% 約 60%約 50% 約 39%

今までの容器今までの容器

少ない包装を選んだ割合

少ない包装を選んだ割合 これにお願
い

します！

お肉の容器持参（タッ
パー）でお買い物は
キャンペーン中の11日

間に5回利用されまし

た。

容器包装が少なくても良い人は確実にいる！
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●地域とスーパーがいっしょに容器や包装のごみを減らす

スーパー 地域

●今まで以上に
容器や
包装を減らし

た売り
方を導入

●スーパーでの取組
に協力
し，買ってみる。

●少ない容器や包装
で
「いいやん！」と口
コミで
広げる。

事務局

導入をサポート

タッグ！を組む

スーパーは清水の舞台を飛びおりる気持ちで取り組むこと
になります。その勇気をかって，地域でスーパーを後押
し！

地域を巻き込む
ことで，継続的
な活動になり得
ます！

ようきにへらそうキャンペーン

京都の２Ｒ事例紹介>リデュース

[京都市ごみ減量推進会議]
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京のお直し屋さん紹介サイト「もっぺん」

京都の２Ｒの事例紹介＞リデュース

京のお直し屋さ
ん紹介サイト

「もっぺん」

みや
こ

洋服や着物、靴や鞄、
ふとんや家具などの
日用品等の修理やリ
メイクに取り組むお店
を紹介するサイト

（公開 ２００８年２月）

http://www.moppen-kyoto.com

[京都市ごみ減量推進会議]
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京のお直し屋さん紹介サイト「もっぺん」

京都の２Ｒの事例紹介＞リデュース

•店舗ごとに、写真や価格例、
一言メッセージも掲載

•店舗の取材やデザインは
学生が担当(当時)

掲載店舗数：１８８店舗

（公開時：５４店舗）

毎月、約１万5千
ページビュー

[京都市ごみ減量推進会議]
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主催 祇園祭ごみゼロ大作戦実行委員会

実行委員長 新川耕市 (京都市環境事業協同組合 理事長）

副実行委員長 太田航平（NPO地域環境デザイン研究所ecotone代表理事）

祇園祭での取組-2014年

京都の２Ｒ事例紹介>リユース，リデュース

[祇園祭ごみゼロ大作戦実行委員会]
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祇園祭での取組-2014年

京都の２Ｒ事例紹介>リユース，リデュース

[祇園祭ごみゼロ大作戦実行委員会]
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地域との関わり
京都市ごみ減量推進会議は，地域ご
み減という町内会レベルで組織され
た団体と共に活動していることが特
徴であり強み。

まとめ

最後に・・・
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NPOやNGOとの関わり
京都の場合，専従職員を有すNPO
やNGOが少なくない。専門的な知
見をもったスタッフと有機的につな
がりながら事業を進められる利点は
大きい。

まとめ

最後に・・・
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企業との関わり
我々は，（一部を除いて）実際にモノを動かしてい
るわけではない。商売をしている人たちは，ごみの
発生源でもありながら，ごみの減量源でもある。

企業と関わってこそ，ごみを効果的に，仕組みとし
て減量できる面が大きい。

ただ，企業側のメリットをつくらないと乗ってもら
いにいくい。

企業側がメリットを感じる事業をいかにつくってい
くかは，常に課題である。

まとめ

最後に・・・
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自治体との関わり
一般廃棄物処理の主役は，自治体で
あり，多くの地域では，一番の大企
業。想い先行にしたいところも，自
治体がコミットしやすい事業にして
いくことも大事。

まとめ

最後に・・・
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パートナーシップを基本に。

実際にごみを減らす。

取り組みが進んでいない２Ｒを進める。

ごみ減の活動は何を狙っているのか？

自己紹介
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啓発と同時に，仕組みとしてリデュース，
リユースをいかに進めるか？

リデュース，リユース≒ものを大切にしよう！

–特にリデュースは，個々人の日常行動に関わる
部分が大きい。個人任せになる部分を，いかに
変えていけるか？

–リユースは，要らなくなった人から必要な人に
どうモノを繋げるかがカギ。

まとめ

最後に・・・



２Rに取り組むのは難しいけど，おもしろい！

最後に・・・


