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第２回ごみ分別出前講座 （平成 20 年 7 月 10 日洛西支所） 

川村 会場にお集まりの皆様こんにちは。 

私どもは緊張しておりますが、皆様方は余り緊

張なさらないように気楽にお聞きいただきたいと

思います。松尾学区自治連合会の皆様方揃いまし

たでしょうか。なにぶん手作りの出前講座ですの

で、なんやかややるかと思います。約１時間予定

しておりますが、何か一つ学習して帰っていただ

ければと思っておりますので最後までお付き合い

願いたいと存じます。 

改めて西京塾自然環境班のお世話をさせていただいている川村でございます。宜しくお

願いします。朝からごみ処理場の学習をなさり、バスの中でも西京塾とは何かとお聞き及

びかと思います。 

今一度、ご案内させていただきたいと思います。西京塾とは、西京区役所で策定された

まちづくりの基本計画を实行するために、区民の方が積極的に活動しようということでス

タートしたのが「西京塾」です。平成１７、１８．１９年、それぞれ環境問題とか、或い

は福祉の問題とか、いろいろとテーマを取り上げて取り組んでまいりました。今年の２０

年になってようやく私どもも今までの学習の積み重ねでごみ分別の出前講座を開講できる

ようになってきました。今日は皆様方とともに一緒に考えてまいりたいと思います。 

西京塾の中でも自然環境班は、ごみの分別出前講座を開講していますが、自然と環境と

いうマップ作りにも挑戦しています。また、松尾学区の皆様方に一緒にお仕事をさせてた

だたく場合もあるかと思っておりますので、その折には宜しくお願い致します。 

本題のプラごみの話に戻りますが、この制度は国の容器包装リサイクル法という法律に

基づいて各市町村で分別をして、活用できるごみは有効活用しようという基本的な法律で

す。この法律は国が策定したものですので、非常に堅苦しくて私どもがいくら勉強・学習

してもわかないことが多々ございます。 

しかし、实際にごみを分別していただくのは主婦や、或いは夫の方かもしれません。そ

ういう实際の現場の中で、皆様方が非常にお困りになっている部分もあるかと思います。

その解決のできるような講座ということで開講しています。 

本日は特に主婦の目線で、ごみの有料化になったときからごみの分別の学習を続けて来

ている奥村講師を紹介いたします。奥村講師の方へ話のバトンを渡したいと思います。宜

しくお願いします。 

奥村とよ子 こんにちは。本日は松尾学区の自治連合会の皆様、日頃地域でご活躍の皆様

の参加のもとで、午前中は見学会（横大路のごみ処理場）がありましたがいかがでしたで

しょうか。食事も終わられ、ゆったりとした気持ちでお聞き願いたいと思います。 
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私たちが使い終わった天ぷら油が、バイオディ

ーゼル燃料になって、市バスやゴミ回収のパッカ

ー車の燃料に使用されてそれぞれ走っています。

数年前までは考えられなかったことで、本当にす

ごいことだと思います。先進的な技術によって使

用済み天ぷら油もすごい役目をする時代になった

と思っています。皆様それぞれにご感想を胸に秘

められていると思いますが、これからもまた天ぷ

ら油回収の時には、今日学んで頂いたことを思い起こしながら、がんばって天ぷら油拠点

回収の方にご協力していただきたいと思っております。宜しくお願いします。 

本日の講座を担当する塾生の御三方を紹介させ

ていただきます。山本さん、万殿さん、鈴木さん、

そして私、奥村でございます。どうぞ宜しくお願

いいたします。 

先ほども話がありましたが、西京塾で学んだご

みの分別の仕方について、時間の許す限り、最後

までがんばってまいりたいと思います。それでは

宜しくお願いします。 

ちょっと原稿を読ませていただきます。原稿を見ていてもとちる事があるかと思います

がご勘弁願いたいと思います。 

昔、ごみという言葉は、小さな事、つまらないちっぽけな事を表す言葉だったように思

います。でも、今は、こみは深刻で重大な環境問題の原因のひとつになりました。環境破

壊も、今では世界中で、国境を越えて地球規模で起きているのは、皆様もご存知の通りの

ことと思います。地球温暖化の原因は、ほとんど人間の活動から起きているといわれてお

ります。誰もが本当に何かの危機感を持ちながら今生活しているのが現状ではないでしょ

うか。 

 大津市在住の上杉さんという主婦の方の新聞の記事を紹介致します。 

「大量の食品を輸入し、無駄な大食いをし、余ったものを廃棄して、そして、安全性に怯

えている。世界中では食べる物もなく、飢えで死んでいく子供達もいるというのに」本当

にその通りだと思います。 

 私達の生活は、物の豊かさを求め、どんなものでも欲しいと思うと手に入る時代に生き

ております。そして、大変便利で、快適なものになりました。 

 しかし、暮らしている限りごみは必ず出ます。ごみが、一気に減るような奇策はありま

せん。一人一人が暮らしの中で、ごみの事に尐しでも目を向ける。身近に自分の出来る事

から行動をおこす。これが、ごみ減量に繋がるのです。 

 そこで、ごみの減量の大きなポイントがあります。皆様何かわかりますか・・！ 
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それは分別することです。 

ごみの分別には３つの柱があります。 

① 家庭ごみ・燃えるごみ・・・・・・・・・・・・・・黄色の袋 

② 資源ごみ ・缶、ビン、ペットボトル・・・・・・・うすグリーン袋  

③ 違う日には最近始まりました・プラスチックごみ・・うすグリーン袋 

（各袋を視聴者に提示）この３種類の分別が大きな減量の柱となります。 

  

本日、お集まりの皆様も、ごみ減量、分別に一

生懸命取り組んでいただいていると思います。ま

た、工夫を重ねて体験を持っているのよという方

もお集まりの事と思います。ごみ減量の取り組み

は、ほんとうに深くて広くて突き詰めていくとど

れだけ勉強しても時間が足りないなということが

日常感じていることです 

 

ここで、西京塾のメンバーの山本彩洋子さんに、日々台所から出る生ごみを尐なくなるよ

うに処理されている体験をお持ちですのでそのお話をしていただきますので宜しくお願い

します。 

 

山本彩洋子 私は毎日出る生ごみを堆肥にして、

野菜を育てて１２年になります。生ごみとＥＭボ

カシを専用バケツに溜めて、バケツいっぱいにな

ったら、１～２週間そのまま置いて、醗酵させて、

堆肥にします。これを貸し農園で野菜を育てる堆

肥として使用しています。できた野菜の味は甘く

てとてもおいしいです。野菜の屑は、再び堆肥と

し利用しています。 

手軽で簡単な方法としまして、ペットボトルに生ごみとＥＭボカシを入れて、堆肥とし

て、肥料として使っています。プランター、植木鉢に 1/3～1/2 を差し込んで、あとは普通

に水を遣るだけで、ここに循環して肥料になりま

す。 

（現物提示しながら）尐し減ってきて、中が醗酵

していて黒くなっていますが、充分醗酵してきた

ら土に混ぜてあげてもよいですし、又、新しいペ

ットボトルを差しておいたら同じように肥料にな

りますので、このように利用しています。 
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私の家に鉢植えのバラの木がありました、年々花も尐なくなってきました。このペット

ボトルの生ごみ堆肥を差し込んでから、だんだんと新しい芽がしっかりなり、花もたくさ

ん咲くようになりました。生ごみを捨てないで、生ごみ堆肥として利用し、ほんの尐しで

すが環境にやさしい生活をしていると思います。 

 

奥村 ありがとうございました。 

鈴木綾 今日は持ってくるのがたいへんだったの

でありませんが、これはペットボトルに切り込み

を入れていません。ペットボトルのここに切り込

みを入れまして、そこを開けて、生ごみとＥＭボ

カシを入れます。今回は、細い開け口から入れら

れていますが、普段はカッターナイフで切り取り、

その日の生ごみとＥＭボカシをここに入れていく

簡単な方法です。 

夏場はどうしても虫がでてきますので、土をここまで入れますと虫が湧いてもこの中で

暑くて死んでしまいます。黒くなったらそのまま土に返してしまったらよいです。これは

小さいペットボトルですが、畑などに使用する場合の大型の２リットルなどでも同じよう

に大丈夫です。現物をまわしますので、お話の最中でも見てください。 

 

奥村 それでは続けさせていただきます。 

 つい数年前までは、大小さまざま色とりどりの袋にごみというと何でもかんでも詰め込

んで出しておりました。しかし、資源を大切にということで、資源リサイクルが時代の流

れとなってまいりました。 

〔黒板の上の垂れ幕を指しながら〕（捨てればごみ、生かせば資源）というキャッチフレー

ズで、缶・ビン・ペットボトルの分別と、昨年（平成１９年）１０月から始まりましたプ

ラスチック製容器包装、通称プラごみの分別です。分別出来るものは徹底してリサイクル

資源として出す。ごみ収集の有料化、ごみ袋もそうですが、分別は、自分の出すごみの量

にこっそり気付くきっかけとなりました。 

 家庭ごみの出し方と違って、リサイクルされる資源ごみの出し方で、一番大事なポイン

トは、再び商品として生まれ変る原材料となるので、品質をよくするために資源ごみを出

す手間を惜しまないことです。 

 もうすでに始まっております缶・ビン・ペットボトルの正しい出し方についておさらい

をしていきたいと思います。 

 

缶・ビン・ペットボトルについては、まずキャップをはずす。綺麗に中を洗う。今はさ

れる方はないと思いますが、おいしいビールを飲んだ後にそのビンの中にたばこを入れて
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灰皿代わりする。串焼きの食べた後に串を入れる

とかいうようなことがありました。 

また、注尃針とか入れられている。危険なもの

を絶対に入れないということと、指定のところ（場

所）にだす。京都市で決められた缶・ビン・ペッ

トボトルでの袋で出していただくのです。 

こちらの方に缶・ビン・ペットボトルの現物を

尐し置いております。缶というものの代表的なも

のは缶ビールですね。お菓子の缶とか缶詰の缶、もちろん綺麗に中を洗っていただく。蓋

もありますね。 

ビンというとコーヒーの瓶とか、色の付いた瓶、栄養剤の瓶、今は瓶に付いたラベルが

スーッと剥がれるように生産者の方も工夫されています。こういう雑瓶があります。 

それから、ペットボトルは、ジュース、お茶などに使用され、ラベルは家庭ごみに出し

てもらうようになります。蓋の方は資源ごみ（プラごみ）の方になります。プラごみを出

すことによって、ペットボトルにごみの出し方がすごく綺麗になりました。 

この中で、お醤油の瓶とか、みりんの瓶などは、ペットボトルの１のマークが付いてい

ます。このマークを確かめていただきながら、これはペットボトルだということです。ラ

ベルや蓋をはずしていただいて、これらは缶・ビン・ペットボトルとしてひとつの袋に出

していただく。 

また、これはリターナブルビンと書いていますが、案外皆さんの出されるごみの中に、

一升瓶とビール瓶は酒屋さんに返されています。 

このウイスキーの瓶もリターです。基本的になぜ瓶の形がスリムになっているかというと、

繰り返し使える瓶ですので、業者さんが洗うのに汚れが取れやすいようにこういう形にな

っています。 

このビンは何回繰り返して使えると思われます

か？これは、２０回使えるそうなのです。こちら

の方は７～８回くらい。お酒屋さんから業者の方

に、洗う業者さんの方に行って綺麗に洗って、そ

れがお酒の製造元に返す。それが何回も繰り返し

て使える。本当に資源としては素晴らしいもので

す。 

今は、缶ビールが主体になりました。お酒も紙バックが主体になりました。でも本当に

環境によいというものであれば、こういうもの（リターナブルビン）が皆さんのご家庭で

使えればといいながら、主人は缶ビールを飲んでおります。 

缶ビールを酒屋さんで、１個１円で回収されるところもありますので、ケースごともっ

ていくと２５円分ポイントがいただけるということもありますので、工夫していただいて
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続けていただきたいと思います。 

このビンについては、回収場所がちゃんと決まっています。いろいろなメーカーで、「生

き瓶」というのですけれども、もちろん日本酒もそうですし、ビールのキリン、アサヒ、

サントリー、宝酒造の焼酎の瓶、サッポロビールなどの大きなボトルの瓶、キッコウマン、

ニッカウヰスキー、瓶のコカコーラなどの形で７６種類だけは出せるのです。それ以外の

瓶は、雑瓶になります。 

７６種類のリターナブルビンは、指定された場所や酒屋さんに返してよいのですが、そ

うだからといって小さな瓶から何でもその回収所にだされると、市から委託された業者さ

んはいっぱい詰まった雑瓶を仕分けされるのに私たちの払っている税金でそれを処理して

いただくということになります。きちっと仕分けして出さないと私たちの税金でまかなわ

れます。 

全部の酒屋さんではないと思いますが、私の聞いた話では、上お得意さんなら一升瓶を

１０円でとります。また、５円のところもありました。一升瓶を資源ごみに出される方は

ないと思いますが、また瓶の分別についてもちょっと気を付けて出していただけたらよい

と思います。 

それと京都市は、缶・ビン・ペットボトルを一緒の袋に入れますね。始め私達もなんで

かと思いましたが、横大路の資源ごみの回収のリサイクルセンターは最新の設備のリサイ

クルセンターですので、機械で飛ばすんです。昔、TV でいかに小さくして出せるかと自慢

にやったことがあるのですが、そうではなく、カンやペットボトルなどを変形させると分

別する時に禍するということで、できたら洗ってそのままの状態で出していただく方がベ

ストですので合わせて宜しくお願いします。 

もちろん瓶は割れましたら、紙に包んで、回収される方の事故にならないように家庭ご

みの方に出していただくように宜しくお願いします。 

 缶・ビン・ペットボトルの分別はもう大丈夫でしょうか。宜しくお願いします。 

  

平成１８年１０月、京都市の家庭ごみ袋、資源

ごみ袋が有料になりました。いつの時も、新しい

制度になるといろいろと戸惑いもあり、何かと大

変でしたが、去年（平成１９年）の１０月から京

都全市で、プラスチックごみの分別が始まりまし

た。それからというもの週二回の家庭ごみに出す

量が急激に尐なくなり、袋の大きさも当然小さく

すむようになりました。もう实感して感じていま

す。いかにプラごみが多かったんだなと思っています。出すごみは増えましたが、その中

でプラごみは燃えるごみの方に今までは行っていたんだと改めて感じさせていただきまし

た。 
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 台所に立って、大小さまざまなプラマークを老眼鏡のお世話になりながらがんばってい

ます。余りの多さに本当にびっくりしてしまいます。プラごみは軽くてかさばるものです

が、資源ごみ袋に上手にぎゅっと押し込んでいただくと、毎週ださなくてもすむと思いま

すし、資源ごみ袋は家庭ごみ袋の半額で売っていますので、わずかながらでも袋代は分別

することによって家計が助かってくると私達はそう考えています。 

この中でトレイですけれども、白いトレイはできるだけスーパーの方の回収ボックスの

方へ出していただきたい。 

こういう色のプラごみ（色つきトレイ）というものは、トレイ類としてプラごみの方へ

出していただくということが大事かと思います。 

 今日、こうして出前講座を聞いていただいて、そのあとに沓掛町にあります西部圧縮梱

包施設の方へ移動して、見学をされますけれども、こうしたプラスチックごみの分別の仕

方を 尐しお話を聞いていただけたら、行かれた先で尐しは見学されることがより充实し

たものになるのではないかと思っております。 

 

プラごみの回収が始まって丁度１０ヶ月ですが、家庭ごみでの分別作業に皆さんうまく

行っていますか！大丈夫でしょうか！ 

市民新聞とかごみ事典とか行政からもいろいろ

と出していただいております。それを見ているの

ですけれども、私たちが手作りでボードとかを作

りましたので、このことをお話していきたいと思

います。 

これをトレイ類。柄や色の付いている方はプラ

ごみに出していただき、白いのは、スーパーに出

してください。プラごみに出してはいけないとい

うことではないのですが、スーパーに行かれるのであれば回収ボックスの方へ出していた

だくという方がよいと思います。 

チューブ類。ラップ類。そして包装類です。ボトル類と卵のパック類。あげ、豆腐、プ

リン、アイスクリーム。そして俗にいうプチプチ（緩衝材）。大きな発泡スチロールもあり

ますが、指定ごみ袋に入ることが基本ですので、折っていただいて出していただけたらよ

いと思います。 

次にプラごみを出すときの注意点を申し上げま

す。飴を包んでいるものはプラごみですけれども、

夏場余りベタベタなっているものは、次に資源と

して生まれ変わるものという基本を頭に入れてお

くと、こういうものは家庭ごみに出していただい

ていいんです。特に今見せています粉袋とかラー
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メンとか中に細かいものが入っている場合は迷わずに家庭ごみに出していただいていいの

です。 

また、マヨネーズなんかも洗っていただいて、

このように綺麗になれば、蓋を取っていただいて

プラごみに出していただく。何回もやっても汚れ

が取れないとか、水ももったいないのでこんなも

の出さなくてはいけないのという思いがあれば家

庭ごみに出していただいてよいと思います。 

これからずっとやっていく作業ですので、汚れ

ていて取れないとか、また細かいもの、カレー、

シチューのルーのケース、ティッシュで拭いても臭いは残ります。これで、大丈夫だと思

っていただければプラごみに出していただければいいですけれども、まあこんな臭いする

ものやめとこかという思いがあれば、家庭ごみの方へ出していただければいいと思います。 

次はボトル類です。これもプラスチックごみです。皆様も綺麗に使っておられることと

思いますが、シャンプーなどしっかりと中を洗っていただいて出していただく。汚れを落

とすということは、資源ごみの一番の基本だと思います。水ですすぐと水がもったいない

とか、ティッシュや紙で拭くとそれがもったいないとか、川が汚れるとか、いろいろとあ

りますけれども、そういうことをいっていたら何もごみ出しは進みませんので、その辺の

ところをがんばって今の話の中で判断していただいて作業をしていただきたいと思います。 

ごみ出しのルールを守らないと自分勝手に出したごみとこれから見学に行かれたらわか

ると思いますが、きっちり出されたごみの袋とコンベアを流れてきます。そうすると綺麗

なごみと汚いごみとが混ざってきて、それを作業員の方が手選別されます。その方の迷惑

にもなります。分別されていない、汚れが酷いと分別の意味がなくなってくると思います。 

これらの処理したごみを引き取る業者も、プラごみのランク付けが低くなり、最終的に

は引き取ってもらえないということもあります。一人一人が自覚をしていかなければいけ

ないと思います。去年１０月から始まりまして、丁度１０月３１日にこの政府の圧縮作業

所で働いておられるパートさんの方の投書が京都新聞に載っていたんです。 

「先日の本紙に、プラスチック製容器包装の分別収集を行っている中間処理施設の作業

を紹介する記事が載っていましたが、私はその施設で異物除去の手選別をするパート作業

員です。 

 記事では異物に泣くと紹介されていましたが、現場では悪臭や異臭にも泣かされていま

す。容器が洗浄されていない残飯の異臭、洗剤や化粧品などの香料の異臭、スプレー缶や

ペンキ缶などのシンナー臭です。作業をしていると目が痛み、頭痛が伴います。 

 紙パックやハンガーや衣類や靴など、プラスチックですらない異物も、当然のように袋

に押し込まれています。ごみ袋が有料になって、ごみ出しの日が一日増えたくらいに思っ

ているのでしょうか？作業員は泣いています。」 
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丁度始まって一ヶ月くらいの記事ですけれども、「本当に気を付けて出さなければあかん

なあ」と今も感じております。 

もう一つ大事なことは、こうして小袋にプラご

みを入れます。いろんなものを入れます。それを

また資源ごみ袋の中にそのまま入れていませんか。

これは辞めてくださいということです。小袋から

出して、資源ごみ袋の中にプラごみそのものを入

れていただきたいということです。帰りに皆様持

って帰っていただけると思いますが、プラスチッ

ク容器包装はレジ袋等に小分けせず、そのまま指定袋に入れてくださいということが載っ

ていますので、すでに読んでおられることと思いますけれども、改めてこの注意書きを読

んでいただけたらよいかなと思います。 

次にプラごみに出せないもの。出してはいけないものについて話していきたいと思いま

す。ここにバツ印のものが載っております。 

 

鈴木 これは、包装ではないものです。傘とか荷造り用の紐、

ビデオテープのカバー、カセット、カバン、商品の付属品と

して入っております洗剤の軽量スプーン、コンビニで商品を

購入した時に付いているスプーンなどや、商品そのもので、

ジョウロ、歯ブラシ、ポーチ、お風呂の桶、子供用の遊び用

の桶、子供さんのプラスチックのおもちゃなどもプラスチッ

クそのものではありますが、包装しているものではないので

プラごみの方に出していただくと困ります。 

ですから、野菜を束ねている紐もバツということでボード

に書いています。クリーニング屋さんの洋服がかかってきた

ハンガーもそうです。クリーニング屋さんによっては回収されているところもありますが、

それはプラごみに出されては困ると言うことです。 

 

奥村 ありがとうございます。 

本当に今後の課題と言うものは、異物を減らす。出したらいけないものは出さない。そ

して、綺麗に出す。本当にプラごみの品質をよくする。綺麗に出す。そのことがこれから

のポイントになります。これから見学に行かれて、向こうの方の話があるかと思いますが、

どうか宜しくお願いします。 

京都市のごみの処理は皆さんご存知かだと思いますが、市民の税金と袋の代金をはじめ

とする数々の手数料で処理されています。实際私たちが、ごみの袋代だけですけれども、
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ごみを処理するのにはたいへんな費用が掛かっております。今年で平成２０年ですけれど

も、平成１５年の統計を説明しますと、家庭とか事業所から出るごみの処理費用というも

のは３５０億。お正月とか機械の点検の時には休まれますけれども、平均して 1 日１億と

いうお金がかかっています。ごみの量としては西京極の１４杯分。平成１７年度になりま

すと３３１億円。尐し減ります。今は、プラごみとかいろいろなことで市民の関心が高ま

ってきましたので、尐しずつですが相乗効果でてきているといわれています。私達の家庭

ごみの４５リットルの袋の重さを５キロとして、２６９円。ゴミ袋を家庭から出して、最

終的に処理されるまでに２６９円かかっています。 

資源と缶・ビン・ペットボトルの分別というのは４５リットル 重さ ４ｋｇとしまし

て５７０円かかります。分別収集とリサイクルの費用は焼却する、燃やす場合の２倍かか

ります。それでは、燃やした方が安上がりと思われますが、これではやかましくいわれて

います環境が守れません。プラスチックは限りある石油資源からできています。分別する

ことにより石油の使用量を減らすこともできます。無駄に捨てられる食べ残し。無駄に買

って役立てることもなく、開封もされず捨てられる手付かず食品、それを捨てるのに私た

ちが払っている税金を使い、お金を捨ててしまうという暮らしぶり。本当に心が痛みます。

税金でごみを処理してきたので、その高額さに気付いていませんでした。総ての人がそう

であったわけではありませんが、一人一人がたいした事でないと思っていても、全体で足

してみるととんでもない事になってしまいます。逆に一人一人が尐しずつでもごみを減ら

して行けば、大きな効果がでるのです。不景気でお金が無いと嘆く前に無駄なものは始め

から買わない。物や資源を大切にする心を持って、ごみが出ない工夫をする。 

○ レジ袋を減らすためのマイバック運動 

○ トレイなどの回収ボックスの利用する 

○ 品物の包みを簡単にする簡易包装 

など、市民、地元企業、行政の指導などで減量への推進は、それぞれが責任を分担する仕

組みになってきました。 

 そして、様々な技術開発に取り組む企業は、環境への対策は、最も重要な問題となりま

した。製品の設計、製造に責任を持ち、環境への取り組みは、新しい産業を生みだし、新

たな経済発展へと進んでおります。温暖化防止、ごみ処理、リサイクル、エネルギー、エ

コ商品など最新の技術は着实に様々な分野に広が

って来ております。 

ごみに全く関係のない人などいないと思います。

ごみを生み出し、捨てる私達の責任。未来の子供

達に安全な環境を送り届けるために今、自分で出

来る取り組みを始めて行きたいと思います。 

 日本古来の美しい言葉“もったいない”“もった

いない”そういうことがいつしか“面倒くさい”
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に変わらないように。こんな活動を塾生一同は永く続けていきたいと思っております。 

○ 私のごみ出し、ちょっとだけョ！の優等生！ 

○ 資源ごみ出し ピッカ、ピッカ！ 

○ 私は我が家の環境大臣！ 

そして、皆がニコニコ続けていきたいと思っております。 

 

本日、お集まりの松尾学区のリーダーの皆様、本当に長時間聞いていただきありがとう

ございます。 

 

言い忘れておりました。月に一回。大きさ、最

長３０センチのこのスプレー缶です。以前は穴を

開けてということになっていました。今はそのま

ま、金属に出す日に一緒に出していただくという

ことになりました。月に一回と決められておりま

す。 

もちろん包丁もそうですし、危なくないように

包んでいただいて出してもらう。横大路に見学に

行って、所長さんが年末になると資源ごみのなかにすごい量が入ってくるとおっしゃって

いました。信じられないくらいと何年か前におっしゃっていました。皆さん、作業される

方への安全ということもイメージしながら、私たちの出すごみがどうなっていくのかイメ

ージをしながら出していただきたいと思います。 

 

今日皆様に聞いていただいて、西京塾環境の出前講座が、今後皆様の地域の中心の中で、

皆様のご活躍によって、ごみ分別への関心が、ご協力が深まりゆくように切に願いながら、

今日は私が講師をさせていただきましたけれども、塾生一同これからも一生懸命勉強して

尐しでもお役に立てるようにがんばっていきたいと思いますのでどうぞよろしくお願いし

ます。ありがとうございました。 

 

川村 奥村さん、万殿さん、山本さん、鈴木さん

どうもご苦労様でした。今からちょっと１０分く

らい質問の時間をとりたいと思います。 

今聞いていただいたなかで、もう尐しここが知

りたいとか、あの話は抜けてなかったということ

がありましたら、遠慮なく御申し出願えれば、私

どものわかる範囲でお答えします。ここでお答え

できなかったり、思いつかなかったことにつきま
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しては、松尾学区の副会長の関谷さんも塾生の一人となりますので、関谷さんを通じて御

照会いただければ何らかの形でおかえしすることもできます。 

ここで何かご質問ありませんでしょうか。御遠慮なくいただければありがたいと思いま

す。 

【質問者 A】質問じゃないのですが、せっかくの

ことですから発信していただきたいんです。先ほ

どもいわれておりましたが、プラスチックの書い

てあるマークの表示が小さいです。暗かったりす

ると見えにくい。何か製造段階で発信する機会が

あれば、また発信しておいていただきたい。 

奥村 そうですね。他人事ではありません。私た

ちも全くその通りです。ちょっと暗かったりする

と本当に見えにくいですし、そういうこと含めて行政とお話させていただきます。 

川村 これでは限界がございますので、今おっしゃっていただいた話、本当に大事なこと

だと思います。他にございませんか。 

 

【質問者 B】先ほどのウイスキーの瓶の中でリサイクルされるリターナブルビンと、ビン類

に出せるものと、メーカーによって違うということを聞かせていただいたのですが、そう

いうことは一般の人はほとんど知らないと思います。お酒の一升瓶とかビール瓶とかはわ

かっているのですが、ウイスキーの瓶は全部リサイクルだと思って出してしまっていると、

私は出してしまっているのですが、今見せていただいてもらっている紙（チラシ）とかは

どこへ行ったら貰えるのですか。そういうものを全戸配布していただいたらよいのではな

いかと思ったのですが・・・。 

万殿昭子 京都市環境局環境アセスメント、市役

所でいただけたと思うのですが。 

鈴木 出所がはっきりしていないので、今いわな

い方がよいのではないでしょうか。 

万殿 私はここの（洛西支所）のいっぱい置いて

あるところから持って帰った記憶があります。今

あるかどうかはわかりません。役所の方こういう

のはまだありますか。 

山内係長 市役所の方にも環境局がありまして、西京区にも西京まち美化事務所というの

があります。気楽にお問い合わせいただければ、質問等お寄せいただければ結構だと思い

ます。私ども区役所・支所の方へのお問い合わせいただければ結構です。市民新聞の西京

区版でも時々リサイクルの関係の記事を載せさせていただいたりしていますので、ご覧頂

けたらと思います。 



13 

【質問者 B】今始めて知ったので、質問しているのですけれども、知らない方のほうが多分

たくさんいらっしゃると思いますので、できたらそういうものの酒屋さんとかそういう関

係のところに貼ってもらうとか掲示していただいたらよいのではないかと思います。また、

質問は、ペットボトルは潰してはいけないんですか。 

奥村 先程缶ビールの缶は潰さないでといっていたのですが、ペットボトルもやはり風力

で選別しているんですね。最終的には圧縮梱包で四画にぎゅっとサイコロ状態になされる

のですが、分別する段階のときにやはり潰れていると風力で飛ばすときに影響すると聞い

ておりますので、たいへんかさ張りますけれども、ご協力のほど宜しくお願いいたします。 

 

【質問者 C】尐しだけ確認したいのですけれども、ペットの三角マークとプラの四角マーク

は全世界共通ですか。 

川村 尐なくとも日本の中では統一されています。今おっしゃっている海外ではどうなの

かということに付きましては、それぞれ国によってスタートが違いますのでいまだ統一さ

れたという話は、私は聞いておりません。 

【質問者 C】アメリカなんてプラとペットなんかは反対ですよ。それは何か基準があるのか

なと思いました。 

川村 今おっしゃったような話は、一地方自治体にお願いするというよりは、東京の環境

省の方に申し入れるとかという話をしないとなかなかうまくいかないと思います。 

【質問者 C】国によって違うのですね。 

川村 皆様方海外に行かれて、いろいろと勉強や経験をされると思いますので、今おっし

ゃったような意見は、しっかり意見として環境省の方へ申し上げる必要があるのかと思っ

ています。 

【質問者 C】見たときには勘違いはしやすいと思います。 

奥村 先ほどビールのことで、新聞の記事をとっ

ているのですが、一升瓶とかビール瓶、或いはウ

イスキーの対象以外の瓶のことを「雑瓶」といっ

ているのです。それは、いったん潰して、細かく

していろいろなものに再生されています。最近で

は缶ビールとか紙パックとかたくさんでています

ので、先ほどおっしゃったようにこういう７６種

類もあると初めて聞いた方が多いと思います。こ

こにも書いています。そういうことを本当に知らなかった。単なる瓶の回収だと思ってい

たとか、どんな瓶でも出せば環境にやさしいと思っていましたとか、PR 不足もあるかと思

うんですが、こういう仕組みがまだ理解されていないというのが現状なんです。主だった

ものをお話しましたが、こういうチラシも目に入れば、さらに皆様のご理解が得られるん

じゃないかと思います。よかったらすぐにお見せしますので、どうぞ質問者の方見て帰っ
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てください。他にございますでしょうか。 

 

【質問者 D】缶ビールの開け口、ペットボトルの蓋を分けておいて置くと、向日市なので

すが、それをどこへもっていくかわからないのですが、それをかためて幼稚園などに持っ

ていくとポイントが貰えるシステムがあるらしいのです。 

私は、向日市の方に息子がいるので、孫がおばあちゃんそういうことで本をくれはるら

しいし、西京ではないのですかと聞かれたので、そこのところをお聞きしたい。 

私は、道なんか歩いていてもペットボトルの蓋なんかよく捨ててあるでしょう。私は汚

いのではなかったら、拾って帰って洗って、息子

のところに持っていくんです。西京区にはそうい

うものがないのかと思いました。 

奥村 缶の開け口の部分に関してはずっと長くこ

だわって集めている方はあります。ドラム缶にい

っぱい溜まれば、車椅子が一台と交換できると聞

いております。 

このキャップは確かに石油でてきているんです。

TV で見られた方あると思いますが、これを一生懸命はずして、機械に通されると石油にな

ってでてくるというのを見たことがあります。行政的にとか、この地域でこういうふうに

集められておられるということは、はっきりしたことはわかりません。西京区では行政的

にはされていませんが、いろいろなグループや幼稚園などでは、環境にはよいし、プラス

何かに役立てればということで取り組んでおられるところもあるかもしれません。 

【質問者 D】孫がその本が保育園に来るんやでとかいっていましたのでお聞きしました。 

奥村 お話ありがとうございます。 

 

川村 まだまだご質問はあろうかと思います。最

後になりますが、G8 サミットは国民的な人気とな

り、議論の中身をそれぞれ皆様はりにご理解なさ

り、或いは前に進んだな、いやしょうがないとか

いうことでご理解されたらよいかと思いますが、

G8 だけではなく新に 8 カ国加わって、地球温暖化

のことを考えていこうというような話になってい

くということは新聞等でご案内のとおりでござい

ます。このような記念の年に松尾学区自治連合会さんが、環境問題を生涯学習のひとつと

して取り組んでおられる。实際今日のように現場も見て、私どもの話も聞いていただき、

このことは、松尾学区自治連合会にとりまして、２００８年は地球温暖化元年だという記

念すべき年になったように思いますし、今日お集まりの皆様方の今日行われたことを機会
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に我々の子々孫々、孫達に美しい地球を残していこうということで、皆様方がんばって行

こうではありませんかということを最後のお願いとしまして、今日の出前講座を終わらせ

ていただきます。貴重な時間どうもありがとうございました。 

荒木・松尾自治連合会会長 どうもスタッフの皆様ありがとうございました。このように

西京区内ではボランティアで、自分達の勉強、合

わせて区民の皆様に広く訴えていこうという活動

をおこなっておられます。今日は、よいお話をた

くさん聞かせていただきましたけれども、皆様も

今度あの立場に立って宜しくお願い致します。一

人でも多く、仲間を増やして欲しいと思います。

宜しくお願いします。有難うございました。 

川村・奥村 ありがとうございました。 

川村 それではお気をつけて、車のほうへ移動して下さい。 

 

【第２回ごみ分別出前講座（約 60 分）について、村上恵亮が、録音し・そのテープをおこ

したものに、川村、山本が若干の訂正をしました】 

 

西京塾 環境・自然班の皆さん 


