
鎌倉市シンポジウム 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～ 

事例紹介・パネルデゖスカッション  発表・発言内容 

 

 

(1) 事例発表 

ゕ 出来るだけごみを出さないラフスタル     髙田 晶子氏 

 

  ❍ ごみを拾う活動をして 40 年になる。若いころに行ったボラ

ンテゖゕ活動が人生を変えるきっかけになった。それ以来、

シンプルラフを心がけ、「まちの中は私の家の庭続き」と

捉えて、住んでいる街に愛着を持つ人が増えるよう活動してきた。 

  ❍ 住居は、限られたスペースを有効に活用し、住まいが長持ちするよう工夫している。 

例えば、水回りはできるだけ汚さないよう風呂では出入り口にシャワーカーテンを設

けて扉に直接水を掛けない工夫、使用後に床の水気を拭くひと手間や、ごみになるもの

を住まいに持ち込まず、分別して捨てやすいよう資源物とごみの保管場所を決めるなど

の工夫をしている。 

❍ 食に関しては、食品のストック場所を決めて賞味期限順に並べる、調理済み食品が常

時チェックできるよう常備菜は小分けにしてビニール袋に入れて一カ所に保存する、野

菜屑はフードプロセッサーで細かくし、土に混ぜて堆肥を作りその土で家庭菜園などを

行っている。 

❍ 衣類や寝具などは、リサクルマーケットに出したり、知り合いやご近所で必要とす

る方に譲るなどしている。 

❍ 物に囲まれた生活を見直し、物に煩わされないスリムな生活の実現には、培った生活

習慣による部分が大きい。よい生活習慣は無形の財産である。 

 

 

 鎌倉ハランド自治会におけるごみ減量プロジェクトと生ごみ処理機100台普及

運動     高橋 巌氏 

 

❍ 自治会の環境厚生部で話し合い燃やすごみの重さの約

半分を占めている生ごみを半減すれば、焼却施設は名越ク

リーンセンターだけで足りるとの認識に至り、非電動型を



中心とした生ごみ処理機を使った実証実験を、20 世帯の賛同者を募集して行った。 

❍ ３カ月後の評価会議で楽しんで取り組んでいるという意見が多く寄せられ、全戸に拡

大する方針が出された。 

そこで、年度内に 100 世帯への普及を目指すプロジェクトを立ち上げ、毎月の自治会

便りで普及実績やごみ削減のゕドバスなどを掲載し、３カ月ごとに、評価会議とワー

クショップを開催した。 

❍ プロジェクト成功要因として、目標を明確にして期間を設定したこと、３カ月ごとに

評価会議を開きワークショップなどで情報と意識を共有し自治会の組織全体で取り組

んだこと、初心者でも取り組みやすいよう購入の申し込みを自治会で代行し、問題があ

ったときの相談役などのゕフターフォロー体制を追求したことが挙げられる。 

・ 運動の参加者は、生ごみが大きく減ったことを実感できた、環境にやさしいなど、参

加してよかったとの声が多数挙げられた。 

❍ 市への要望として、キエーロの土を堆肥として販売できないか、申請手続きを簡素化

できないか、キエーロの活用講座などを開催して欲しいなどの声が寄せられている。 

 

  ウ ごみを出さない売り方・買い方     藤乗 照幸氏 

 

❍ トーヨーカ堂は、店舗から排出される廃棄物のうち

66％をリサクルしており、各店舗に廃棄物担当常駐者を

配置して、分別精度を高めてリサクル率を向上させると

ともに、テナントを含めた従業員に分別の指導・教育を行っている。 

  ❍ 全国 10 カ所にあるセブンフゔームでは、トーヨーカ堂の約 30 店舗から出る食品残

渣を堆肥化し野菜を栽培している。生産された野菜は近隣店舗を中心に販売し、循環型

食品リサクルを実現している。 

  ❍ 食品の売上高が全体の 50％を占めていることから、生ごみ処理機を導入するなど食品

廃棄物のリサクルを 98 店舗で行っており、トーヨーカ堂大船店でも市の補助金を

元に生物分解型生ごみ処理機を設置し、残渣や調理くずを投入している。 

  ❍ 店頭でビン・カン・食品トレ・牛乳パック・ペットボトルなどの資源回収を行って

いる。ペットボトルリサクルシステムを設け店頭に自動回収機を設置して再生原料は

ペットボトルやプラベートブランドのパッケージに使用している。 

  ❍ 流通や納品時の廃棄物削減として、量り売り・ばら売り、数種類の惣菜を少量ずつ容

器にセットした商品の提供など販売方法の工夫による容器包装使用量の削減、商品の納



品をプラスチック製の通い箱で行い、衣料品をハンガーに掛けたまま配送し、ハンガー

も再利用するなどの取り組みを行っている。 

エ 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~   齋藤 友宣氏 

 

  ❍ 市民・事業者・行政が協働してごみの減量に取り組むため

の組織で、４つの実行委員会とその中にある小委員会で様々

な事業を行っている。 

  ❍ 京都市でのごみ減量推進会議の活動紹介として、Free Flea Market の開催、ようきに

へらそうキャンペーンで地域住民や、スーパーと協力し重量や容積を減らした容器での

提供、日用品などの修理やリメクをする店をまとめて紹介するサトの設立、祇園祭

りごみゼロ大作戦実行委員会でリユース食器の導入などにより祭りの後にごみがあふ

れかえっている状況が改善されたことなどを挙げた。 

  ❍ 京都市ごみ減量推進会議は、地域ごみ減量推進会議という町内会レベルで組織された

団体とともに活動していることが強みである。また、専門職員を有する NPO や NGO と

協働できる利点も大きい。 

 ❍ 自治会が携わりやすく、企業側と連携しながらメリットを感じる事業をつくりだすこ

とが常に課題である。 

    また、啓発と同時に、２Ｒの仕組みづくりをいかに進めていくか、リデュースは個人

任せになる部分をいかに変えるか、リユースは不要とする人から必要とする人へどうモ

ノをつなげるかがカギとなる。 

 

オ 鈴木 昭正氏 

   コーデゖネーターの鈴木氏が鎌倉市のごみ処理の事情を紹介した。 

 

   ❍ 一人あたりの家庭系ごみの排出量が県平均より約 60ｇ高く、

年間では 6,300 トンから 6,400 トンほど県平均を上回って

おり、一人あたりのごみ処理に掛かる経費を他市と比較する

と１万円ほど高い状況である。 

ただし、最終処分場を有するか、観光地を有するか、資源物のリサクルや事業系の

ごみの処理方法など様々な要素が関係しているため一概に比較することはできない点

には留意する必要がある。 

   ❍ 家庭から出る燃やすごみの組成調査で、生ごみは約 45％を占め、紙・容器包装プラス



チック・布類で約 45％を占め、合計では８割以上を占めている。このデータは排出する

燃やすごみのうち８割は自家処理又は分別してリサクルできることを示している。 

 

(2) パネルデゖスカッション「ごみを減らそう！私たちができること」 

 

   鎌倉市のごみ処理事情の紹介の後、「ごみを減らそう！私たち

ができること」のテーマで市民、事業者、行政がそれぞれ行って

いる活動をいかに連携させて、市内に広げていく方法について、

事例紹介者４名と松尾市長がパネリストとして、コーデゖネーターの鈴木氏の進行のもと

パネルデゖスカッションを行った。 

 

  ① 事業者がどのような売り方をすれば、消費者はごみを減らせるか 

 

   ◆藤乗照幸氏（株式会社セブン&ゕ・ホールデゖングス） 
 

    ❍消費者と売り手は表裏一体で、消費者のニーズに応えられないと売上げは下がり、ニ

ーズに応えれば相対的に売り上げは上がる。ばら売りや小分けでの販売も消費者のニ

ーズにより生まれている。 

     有料化が導入された場所ほど寄せられるニーズが多くなる傾向があることから、有料

化が一つのラフスタルを考えるきっかけとなっていると考えられる。 

 

     ◆齋藤友宣氏（京都市ごみ減量推進会議 事務局 コーデゖネーター） 
 

    ❍京都市での事例では、市民・事業者・行政が連携し、協定方式でレジ袋の有料化を実

現した。その他、小売酒販組合とともに、リユースビンやリターナブルビンを購入し

た店以外でも返却できるように協力店を募り公表する取り組みをした。 

 

  ② POS システムなどを活用した消費者がエコな買い物ができるための取り組みとは 

 

   ◆藤乗照幸氏（株式会社セブン&ゕ・ホールデゖングス） 
 

   ❍POSシステムを使い、作りすぎないことをエコな取り組みの一つとして捉えている。

例えば惣菜などについて、朝に雨が降った場合のその後の来客数を予想して、余らせ

ない量を作る工夫をしている。 

❍その他、消費者が購入した後に余らせて廃棄するものを減らすために、ニーズに応じ



た小分けや、野菜などは丸まま以外に半分や４分の１サズに加工したり、値引きシ

ールを利用したりして売り残りによる廃棄を防ぐように取り組んでいる。 

  ③ 販売者と消費者それぞれにメリットのある取り組みとは（主にスーパーにおいて） 

    ◆髙田晶子氏（鎌倉を美しくする会） 
 

    ❍鎌倉市内の店頭回収について、スーパーを調査してみたが、

透明なトレを集めているところは２箇所のみだった。齋藤

氏の事例紹介にあったとおり、透明のトレは発泡トレに

比べて約 10ｇも重い。 

❍消費者はスーパーが使用している発泡トレも透明なトレも捨てることになるの

だから、両方の受け皿があるとよい。 

 

   ◆藤乗照幸氏（株式会社セブン&ゕ・ホールデゖングス） 
 

   ❍資源物のリサクルボックスの設置については、コストはかかっているものの、企業

の社会的責任として 2000 年から基本的に全店舗に設置している。 

    ❍食品トレの回収量の傾向は 2009 年に 1,049 トンだったものが 2013 年には 117

トンにまで減少しており、トレを使わなくてもお客様に購入していただけるように

なり売り方が変化してきた。 

   ❍ばら売りなどはお客様の声、ニーズによって実現されていく。 

    魚などはさばいて売り、取り除いたあらなどは石鹸にリサクルするなど、お客様が

廃棄時になるべくごみを出さず、かつリサクルができるよう取り組んでいる。 

   ❍ペットボトルについては環境省より国内循環が推進されている中で、ペット to ペッ

トは分りやすい取り組みである。年間 1,800 トン以上のペットボトルが回収され、キ

リンの午後の紅茶（無糖）のボトルとして使用されている。 

   ❍環境に配慮した取り組みのために多額のコストを掛けるのではなく、商品を配送した

後の空のトラックを使って回収する「もどり物流」など、効率的にコストを抑えなが

ら取り組んでいくことがポントである。 

 

     ◆齋藤友宣氏（京都市ごみ減量推進会議 事務局 コーデゖネーター） 
 

   ❍事例紹介で利用を控えた透明のトレは運搬時の積載効率に利点があるので、全体で

細かく見る必要があると思うが、トレ自体の重さで比較すると圧倒的に発泡トレ

が軽い。 

   ❍スーパーがより環境によい売り方をしてもらうには、消費者側も考えて商品を選択す



ることが大切である。 

    例えば、サラダの多くは透明のトレで売られているが、一時あるコンビニでスタン

デゖングパウチという自立式の袋でサラダが売られていたことがあり、資源やコスト

の面でもっと普及して欲しいと思い積極的に購入したものがあった。今はまた無いよ

うだが消費者が積極的に選ぶことで、売り手に消費者からの支持されていることが伝

わると広く導入されるきっかけとなる。 

    ❍よいと思った商品について気が付いたことを、お客様センターなどを活用し、消費者

側の声を届けることも大切である。クレームは伝えられることが多いが、良いと思っ

た声は届けられにくい傾向にあるからである。 

   ❍味にほとんど差はないのだから、消費者側も意識して賞味期限が１日でも早いものを

よく買うことで、売れ残りによる廃棄物を減らすことができる。 

   ❍消費者側の役割を意識し事業者の取り組みをサポートしていくことが重要である。 

 

   ◆高橋巌氏（鎌倉ハランド自治会 会長） 
 

      ❍鎌倉ハランド自治会で数回ワークショップを行った

中で、ごみを出さない売り方・買い方について出された

意見を紹介したい。 

    ❍過剰包装は簡易なビニールなどに変えてほしい。 

例えば、テゖッシュペーパーは一般的にボール紙の箱に入って売られているが、今、

ソフトパックテゖッシュペーパーと呼ばれるビニールの袋に入れて売られているも

のがある。重量が減るので運搬効率や廃棄時にも付随するコスト面でのメリットが大

きいのではないか。 

    ❍量り売りを推進し、消費者はマバッグやマボトル、容器などを持参して購入する

ことができる仕組みづくりができるのではないか。 

    ❍導入は難しいと思うが買い過ぎを抑制するために、値段設定を少し高くしてはどうか。 

 

   ◆松尾崇市長 
 

    ❍働きながら子育てをしている世代として時間をやりくりしながら家事や育児をする

状況にあっては、分別の手間もあるのでものを買う時にできるだけ包装されていない

ものを選びたいが、過剰包装されているものが多く、プラスチックや紙などたくさん

あって、捨てる際の分別が煩わしいと思うので、なるべく少ない包装が望ましいと思

う。 

 



  ④ 実際の生活している人の声を届けるために 

 

   ◆齋藤友宣氏（京都市ごみ減量推進会議 事務局 コーデゖネーター） 
 

    ❍京都市内のスーパーで透明なトレを発泡トレに移行する取り組みを地域ごみ減

量推進会議と行ったときは、実地調査を行っており、その際に、利用しているスーパ

ー以外での取り組みを見て、普段利用しているスーパーにも導入してほしいという意

見があれば店長などに伝えるなど、生活している方の意見が届くことを目指した。 

    ❍地域ごみ減量推進会議で、ごみを減らす方法に取組むと実際にどれくらいごみが減る

か調べる講座を行った。デジタルの秤を 100 世帯に貸出し、普段通りの生活で計量し

た後、ごみを減らす方法を伝え、実施しながら記録するというもの。単純努力でなく

因果関係を知ることで、効果があるものと無いものを知り、効果が高いものは結果を

広報などで発表した。 

 

  ⑤ 行政への提言（一部会場からの意見含む） 

 

   ◆高橋巌氏（鎌倉ハランド自治会 会長） 
 

   ❍市全体で２割にあたる 15,000 世帯への生ごみ処理機普及を目指してほしい。２割ま

で増えればその後は仲間が増えることで続けやすく、口コミなどで自律的に普及する

のではないかと考える。 

    その際には、生ごみ処理機（特に非電動型で注文後に製作する機種）については納期

を守ることや品質の維持をお願いしたい。 

   ❍ペーパーレス化をもっと進めるべきで、紙を使う回数を減らし、ホームページなどで

済むものはデジタルの媒体を積極的に活用するよう検討してほしい。 

 

   ◆会場より 
 

   ❍廃棄物減量化等推進員の会合をより地域ごとにまとめて、各地域の推進員がその地域

固有の問題について意見交換する機会も設けてはどうか。 

   ❍食品ロスについて、食材を余らせずムダにしない調理レシピをコンペテゖション形式

で市内から募るというものはどうだろうか。 

   ❍ごみ問題に関連して、クリーンステーションの維持管理を住民できちんと行えるよう、

横浜市のように設置基準を明確に定めてほしい。 

 



  ⑥ 鎌倉市として今後取り組んでいきたいこと 

 

   ◆松尾崇市長 
 

    ❍汚さない、ごみを出さない視点で生活の中で知恵を話していただいたが、その他の各

家庭で持っている知恵を吸い上げて、皆で共有していきたい。 

   ❍生ごみの処理は鎌倉市にとっても大きな課題で、生ごみは唯一家庭で処理ができるご

みであることから、生ごみ処理機を使用できる環境にある方は是非取り組んでいただ

きたい。 

   ❍企業においては利益を出さなくてはいけない中で、消費者の目線に立って考えること

を優先している素晴らしい取り組みをご紹介いただいた。 

 この様な取り組みを共有し、企業や事業者と情報交換していくことの大切さを感じた。 

   ❍全体を通じて、市民、事業者、行政が連携することの大切さを改めて感じた。これま

で、それぞれの分野では様々な取り組みが成されてきたが、今後は京都市のように横

断的なつながりをすすめられるよう、環境先進自治体として、一層ごみの減量を推進

していくためのスタートになればよいと考えている。 


