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Ⅰ.平成 28 年度「ごみゼロカフェ」開催経緯 

１．「ごみ減量推進市民会議」から「ごみゼロカフェ」へ

（１）「ごみ減量推進市民会議」の取組 

平成 17 年４月、川崎市では川崎市一般廃棄物処理基本計画「かわさきチャレンジ・３

Ｒ」 の推進にあたり、「地球環境にやさしい持続可能な循環型のまちをめざして」を基本

理念として、市民・事業者・行政のパートナーシップに基づく三者の協働を進める「川崎

市ごみ減量推進市民会議」（以下、「ごみ減量推進市民会議」という。）を設置しました。

そして、平成 18 年度から平成 27 年度までの 10 年間、４期にわたり開催された「ごみ減

量推進市民会議」は、“分別等に関する普及広報チラシ”の作成や“普及啓発冊子「チャ

レンジ生ごみダイエット」”の作成など、市民一人ひとりが地域や家庭で日常的に、自主

的にごみ減量に取組むための提案や仕組みづくりを行ってきました。 

（２）川崎市一般廃棄物処理基本計画への提案

第４期「ごみ減量推進市民会議」(平成 26、27 年度)では、川崎市一般廃棄物処理基本

計画の改定にあたり、川崎市環境審議会廃棄物部会への提案を念頭に置いて活動を進めま

した。 

その一つ、「次世代の環境教育を含む市民会議のあり方」として、「ごみ減量推進市民会

議」にかわる新たな市民参加の取組「ごみゼロカフェ」を提案、また、27年度にはこれを

実験的に１回開催し、次年度に向けた運営方法・成果・課題などを検証しました。 

第４期川崎市ごみ減量推進市民会議における提案のポイント

「市民会議」から「ごみゼロカフェ」へ

ⅰ）市民からの自由な意見を聞く場 

ⅱ）市内をきめ細かくまわることで、市民のごみ減量への関心を高める

ⅲ）廃棄物減量指導員との連携の強化

市民参加促進

情報共有の推進 「ごみゼロカフェ・ニュース」の発行

環境教育・環境学習の推進

ⅰ）若年層の分別マナーの徹底 

ⅱ）受け身から主体へ 

ⅰ）「ごみゼロカフェ」の認知度向上

Ⅱ）減量意識の共有

世代に応じた切れ目のない学習機会・プログラムの提供
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川崎市環境審議会廃棄物部会への提案

川崎市一般廃棄物処理基本計画の基本施策「『環境市民』をめざした取組」への 3 つの提案 

（１）「市民参加の促進」を考える 

市は、多様な市民連携の形を模索し、より総合的な施策で「市民参加の促進」を図るべきであ

る。以下に５つの施策例を提言する。 

従来の市民会議を「ごみゼロカフェ」というかたちに転換することにより、

ⅰ）市民からの自由な意見を聞く場の特化 

ⅱ）市内をきめ細かくまわることで、市民のごみ減量への関心を高める 

ⅲ）廃棄物減量指導員との連携の強化 

② 廃棄物減量指導員との連携方法の工夫 

・「ごみゼロカフェ」の開催 ・町内会や自治会での普及啓発活動 

・地域の課題解決ワークショップとの連携 

（例）防災… 大規模災害時に於けるゴミの始末の工夫  

美化… 商店街などの環境美化問題への対応 

③ ごみ減量に関わる市民団体のネットワーク化と交流の場の設置 

・生ごみを土に還す取組みの会など…＞学校の植栽の手入れ等 

・食品ロスを減らす取組みの会など…＞親子で生ごみ＆食品ロスﾀﾞｲｴｯﾄ料理の紹介等 

⇒ 若年層や主婦層などへの働きかけで連携の輪が拡大 

④ 主に高校・大学生を中心とした次世代の担い手の参加を促すためのプログラムの提供 

⑤ 市が行うごみ減量イベントを市民が企画するワークショップの開催 

（２）情報共有の推進 

市内各地で実施する「ごみゼロカフェ」の開催および「ごみゼロカフェ・ニュース」の発行は、市

全体で「ごみゼロカフェ」の認知度を高め、減量意識を共有できる。また、ニュースの編集を市民連

携するのも有効である。ＩＣＴの活用だけでなく、一番ローカルな方法の活用も残していきたい。 

（３）環境教育・環境学習の推進 

① 環境学習の対象  

これまでの環境教育は、小学生、一般市民を主な対象としていたが、若年層の分別マナーの徹底

が課題となっているなか、小学生から中・高、大学生から一般市民まで、それぞれの世代に応じた切

れ目のない学習機会・プログラムを提供することが必要である。さらに、事業系ごみの減量を推進

するため、事業者にとってもメリットのある事業者対象の環境学習プログラムの拡充が不可決であ

る。 

② 環境学習の方法  

これまでは、授業や講義といったスタイルで、受講者が受け身の学習が多かった。今後は、前述

（１）④⑤でも記載したように、参加者が主体となって積極的に関われるプログラムを設けることを

提案する。（例：小学生には「ごみ減量アイディアコンテストへ の参加、高校・大学生には「ごみ減

量イベント」の企画・運営等） 

① 多様な市民目線の意見を吸い上げる、テーマに応じた「ごみゼロカフェ」（仮称）の開催

「ごみゼロカフェ」のイメージ： 川崎市内の各区で持ちまわりで開催。

市がテーマを設定し、当該地区の廃棄物減量指導員の皆さんと市が主催で

実施。関心のある市民がテーマに関して自由に意見交換を行う。市は出て

きた意見を施策の参考にする。 
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２．川崎市一般廃棄物処理基本計画における位置づけ 

（１）川崎市一般廃棄物処理基本計画が目指すこと

「川崎市一般廃棄物処理基本計画～ごみ減量 未来へつなげる エコ暮らしプラン～」

(平成 28年 3 月策定)は、地球環境にやさしい持続可能なまちの実現をめざして、「ごみ

の発生抑制の推進」(１人 1日あたりのごみ排出量を 10％削減:100g の減量)、「ごみ焼却

量の削減」(ごみ焼却量 4万トン削減、うち家庭系は 2万トン削減)を目標としています。 

◆基本理念---「地球環境にやさしい持続可能なまちの実現をめざして」 

◆基本方針--- 

・社会状況の変化等に的確に対応し、限りなくごみをつくらない社会を実現します 

・市民・事業者・行政の協働により“エコ暮らし”を実践し、さらに３Ｒを推進します 

・安心して健康に暮らせる快適な生活環境を守ります 

（２）「ごみゼロカフェ」は新たな市民参加の取組 

「ごみゼロカフェ」は、市民、事業者、行政のパートナーシップによる新たな市民参

加の取組であり、「一般廃棄物処理基本計画第１期行動計画」では次のように定義され

ています。 

多様な主体が参加しやすい「ごみゼロカフェ」（仮称）を開催し、今後 10 年間の重

要な取組である“エコ暮らし”とはどのような生活かみんなで議論していくなど、新た

な市民参加型のしくみづくりを行っていきます。 

また、「ごみゼロカフェ」（仮称）で出た意見やごみ減量のアイデアについては、広

報誌などで市民・事業者・行政で情報を共有し、実践につなげ、行政と市民・事業者で

お互いにフィードバックできるしくみを検討していきます。 
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川崎市一般廃棄物処理基本計画(第１期行動計画)概要版より抜粋
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Ⅱ.平成 28 年度「ごみゼロカフェ」のねらい 

１.「ごみゼロカフェ」の方向性 

一般廃棄物処理基本計画では、私たち一人ひとりの生活の中でそれぞれが、循環を基調

とした生活の質の高さと環境の保全を両立させたライフスタイル“エコ暮らし”を実践

し、「地球環境にやさしい持続可能なまちの実現」をうたっています。 

この「ごみゼロカフェ」は、「環境市民」をめざした取組として、環境に配慮した行動

をどのように積み重ねていくかについて、私たち市民、事業者、行政がともに考え、とも

に向き合ってゆく場所、仕組みとしてスタートしました。 

２.平成 28 年度「ごみゼロカフェ」の目的 

「ごみゼロカフェ」の初年度にあたる平成 28 年度は、広く市民の参加を募集し、ごみ減

量の観点から、「“エコ暮らし”とは どのような生活か？」「“エコ暮らし”を進める

上での課題は何か？」をテーマに議論しました。 

これにより、市民の“エコ暮らし”の「実践」や「取組」の現状・問題点等を把握し、

平成 29 年度以降の「ごみゼロカフェ」の運用に向けた成果・課題等の評価を得ることを

目的としています。
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Ⅲ.平成 28 年度「ごみゼロカフェ」の取組 

１.「ごみゼロカフェ運営委員会」の設置 

「ごみゼロカフェ」を市民と市が協働で企画･運営するために、「ごみゼロカフェ運営委

員会」を設置しました。運営委員には、ごみ減量推進市民会議第４期の委員経験者から３

名選出しました。 

運営委員会は下記のとおり、ごみゼロカフェ開催前１回、開催後２回の計３回行いました。 

・第１回ごみゼロカフェ運営委員会 

平成 28 年 8 月 23 日(火曜日)14：00～16：00 高津市民館会議室 

・第２回ごみゼロカフェ運営委員会 

平成 28 年 12 月 22日(木曜日)14：00～16：00 中原市民館会議室 

・第３回ごみゼロカフェ運営委員会 

平成 29 年 2 月 14 日(火曜日)14：00～16：00 川崎市生活文化会館(高津区)研修室 

川崎市ごみゼロカフェ開催運営等要綱 

（趣旨） 

第 1条 ごみの減量化・資源化に係る市民参加を推進するため、「川崎市ごみゼロカフェ」

（以下「ごみゼロカフェ」という。）を開催する。 

（目的） 

第 2条 ごみゼロカフェは、様々な年代の市民や事業者など多様な主体がごみの減量化・資源

化に係るテーマについて意見交換することを目的に開催する。 

（開催） 

第 3条 ごみゼロカフェは参加者を広く募集し、ワークショップ等の手法により開催する。 

（庶務） 

第 4条 ごみゼロカフェの庶務は、環境局生活環境部減量推進課において処理する。 

（川崎市ごみゼロカフェ運営委員会） 

第 5条 ごみゼロカフェを市と市民が協働で企画・運営することを目的に「川崎市ごみゼロカ

フェ運営委員会」（以下「運営委員会」という。）を設置する。 

（運営委員会の構成） 

第 6条 運営委員会の委員は、専門的な知識を有する者、市民活動の実績のある者等から 3 名

程度選出し、就任を依頼する。 

（運営委員会の庶務） 

第 7条 運営委員会の庶務は、環境局生活環境部減量推進課において処理する。 

（その他必要事項） 

第 8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、環境局長が定める。 

附 則 

（施行期日） 

1 この要綱は、平成 28 年 5 月 27 日から施行する。 

（川崎市ごみ減量推進市民会議開催運営等要綱の廃止） 

2 川崎市ごみ減量推進市民会議開催運営等要綱は、廃止する。 
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２.「ごみゼロカフェ」の開催 

「ごみゼロカフェ」の開催にあたっては、次の考え方に基づき、３回実施しました。 

－ごみゼロカフェ開催にあたっての考え方－ 

・川崎市一般廃棄物処理基本計画が掲げる“エコ暮らし”について、ごみ減量の観点 

から意見交換を行う。 

・北部・中部・南部の市内３か所で開催 

・原則土曜日の午後に開催 

・参加者を広く募集し、ワークショップの手法により開催 

・意見の交換、取りまとめを行いやすい１回 30名程度の参加を想定 

（１）参加者の募集 

・市政だより 9月 21 日号に掲載し、参加者を募集（各回 30名先着順） 

・区役所等でチラシ配架、ホームページにて公開 

（２）開催経過 

第１回ごみゼロカフェ 

平成 28 年 10 月 22日(土曜日)14：00～16：00 産業振興会館(幸区)研修室 

参加者数：28名 

第２回ごみゼロカフェ 

平成 28 年 11 月 19日(土曜日)14：00～16：00 多摩区役所(多摩区)会議室 

参加者数：28名 

第３回ごみゼロカフェ 

平成 28 年 11 月 26日(土曜日)14：00～16：00 川崎市生活文化会館(高津区)研修室 

参加者数：24名 
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３.「ごみゼロカフェ」の進行次第 

「ごみゼロカフェ」の進行については、第１回ごみゼロカフェ運営委員会において検討

し、次のような段取りで進めることとしました。 

＜テーマ＞“エコ暮らし”からごみ減量を考える 

14：00 開会のあいさつ・説明（5分） 

    基本計画及び“エコ暮らし”の定義（日々暮らしの中でできる、環境に配慮

した行動を積み重ねていくこと）等説明後、“エコ暮らし”につながるアイデア

をごみ減量の観点から出し合って班ごとに発表してもらうよう依頼。 

14：05 本日の進め方の説明（5分）  

14：10 質疑応答（5分）  

------------------------------------------------------------------------------ 

14：15 意見交換会の実施（65 分） 

    ワールドカフェ方式により実施する。 

    ＜プログラム案＞ 

     ・各グループで自己紹介（5名＊6グループ） 

   第１ラウンド                    

「ごみ減量のためにあなたがやっていること」をテーマに意見を数多く出し合

い、模造紙に記入していく。（20分） 

第２ラウンド（テーブルホスト一人を残して他のメンバーは別のグループへ） 

「第１ラウンドで出た意見を見て感じること、こうしたらもっと良くなるこ

と」などアイデアを出し合い、模造紙に記入していく。（20 分） 

【休憩５分】 

第３ラウンド（初めのグループに戻る） 

「これまで出てきたアイデアの中で特に良いもの」を選び、そのアイデアを実

現可能にするために何が必要かまとめる。（20分） 

-------------------------------------------------------------------------------- 

15：20 各テーブル発表 4 分＊6グループ＝24分 追加意見 6分 

15：50 意見交換会のまとめ （5分） 

       運営委員より、本日の所感やあいさつ等 

15：55 閉会のあいさつ  

16：00 終了 
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ワールドカフェ方式による進め方の説明

当日説明資料 
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参加者募集チラシ（表面）
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第 1 回（南部地域）10 月 22 日（土）14 時～ 産業振興会館

第２回（北部地域）11 月 19 日（土）14 時～ 多摩区役所

第３回（中部地域）11 月 26 日（土）14 時～ てくのかわさき

会場案内（地図）

参加者募集チラシ（裏面）
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Ⅳ.平成 28 年度「ごみゼロカフェ」実施総括 

１. 参加者が考える「ごみ減量からみた“エコ暮らし”」 

ワールドカフェ方式による意見交換の最後は、グループごとに発表して頂き、話し合っ

た内容を参加者全員が共有しました。発表では、各グループで特に重要と考えられる上位

３つについて、その要因、対策や解決の実現に向けたアイデア等をうかがいました。全３

回の「ごみゼロカフェ」で参加者が発表した“エコ暮らし”のアイデアは次の通り。 

第１回ごみゼロカフェ（南部地域） 

・「余分なものは買わない」、「エコバックの活用」、「生ごみの減量」 

・「分別の徹底」、「ルールを守る」が多くのグループで話し合われた 

・「（分別方法など）市民が分かりやすいパンフレットによるＰＲ」という要望も 

第２回ごみゼロカフェ(北部地域) 

・「不要なものを買わない」、「食べ残しをしない」、「生ごみ堆肥化」 

・「分別の徹底」、「ルールを守る」はすべてのグループが提示 

・「ルールを守らない人に対する働きかけ」、「意識向上を図る教育」の必要性 

第３回ごみゼロカフェ(中部地域) 

・「無駄のない生活」、「長く使う」、「使いきる」、「生ごみ水切り」 

・「町内で勉強会」、「集積所パトロール」など、地域の活動や頑張りの紹介 

・「分別の仕方をわかりやすく教えて」、「関心のない人にどう伝えるか」 

ごみの減量からみた“エコ暮らし”はとにかく「発生抑制」、「排出抑制」！ 

また、基本的な「分別の徹底」などルールを守る為には、「分かりやすく教える」方

法やツールとともに、「意識向上を図る教育」＝意識啓発が重要、とまとめられます。 

２. アンケートからみた平成 28 年度「ごみゼロカフェ」の成果と課題

今年度の「ごみゼロカフェ」については参加者の９割以上が「よかった」と回答、来年

度以降の開催に対する「参加」意向も９割を超えるなど、たいへん好意的な評価でした。 

「よかった」とした人の多くが寄せた「様々な立場の方と」、「いろいろな意見を聞く

ことができ」、「勉強になった」、「たくさんの問題がわかった」などの声はまさに、

「多様な市民の参加」、「情報共有」という「ごみゼロカフェ」の理念の通りです。 

また、アンケートには直接表れないものの、活発な熱意ある意見交換から、参加者がた

いへん意欲的に“エコ暮らし”に取組んでおられる姿が浮かび、運営委員も触発されまし

た。事務局の行政スタッフも然りと想像します。従って、「ごみゼロカフェ」は『新たな

市民参加の取組』として種々の可能性があることを確信しています。 

一方、参加者の過半数が「市からの連絡」というように、広報・ホームページ・チラシ

に対する接触度を高め、積極的に参加してもらえる工夫をしなければなりません。 

また、50代以上が参加者の９割を占める結果となり、40 代以下の参加を促す趣向や

「若い人」や「関心の無い人」を取り込む必要性は参加者からも指摘がありました。
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アンケート結果  （全３回の統合）--回答総数 67 人 

参加者の特徴 

１）地区̶ほぼ同じ割合 ２）性別̶女性がやや多い 

３）年齢̶50 代以上が 9割 ４）居住区̶開催場所の区が多い 

５）開催を知った理由̶半数以上が「市からの連絡」 ６）ごみゼロカフェの感想̶よかったが 9割以上 

７）来年度以降の参加意向̶参加意向 9割以上 ８）参加の条件̶「テーマ」と「開催場所」 

31.3

38.8

29.9

0 10 20 30 40 50

南部

北部

中部

地区別 ％

N=67

44.8

53.7

1.5

0 10 20 30 40 50 60

男性

女性

無回答

性別 ％

N=67

1.5

3.0

44.8

49.3

1.5

0 10 20 30 40 50 60

10代・20代

30代・40代

50代・60代

70代以上

無回答

年齢
％

N=67

7.5
29.9

1.5
16.4

4.5
26.9

9.0
1.5
1.5

0.0
1.5

0 10 20 30 40

麻生区

多摩区

宮前区

高津区

中原区

幸区

川崎区

横浜市内

東京都内

その他

無回答

居住区 ％

N=67

9.0

6.0

20.9

6.0

55.2

7.5

3.0

0 10 20 30 40 50 60

川崎市広報（市政だよりなど）

川崎市ホームページ

知人から聞いて

ちらしを見て

川崎市からの連絡

その他

無回答

問２「ごみゼロカフェ」開催を知った媒体 ％

N=67
複数回答

56.7

38.8

1.5

0.0

3.0

0 10 20 30 40 50 60

とてもよかった

まあよかった

あまりよくなかった

とてもよくなかった

無回答

問３「ごみゼロカフェ」の感想 ％

N=67

37.3

55.2

4.5

3.0

0 10 20 30 40 50 60

参加したい

条件があえば参加したい

もう参加しないと思う

無回答

問４来年度以降の参加意向 ％

N=67

16.2

24.3

67.6

0 10 20 30 40 50 60 70 80

関心のあるテーマなら

近隣で開催されれば

無回答

問４-1来年度以降の参加意向（参加の条件） ％

N=37

～問4で「条件があえば参加したい」と回答された方～
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「よかった」とする理由（自由記述） 

ごみの事で本当に色々な案や話が出るものでした 
初めてでしたが、いろいろなお話ためになりました 
グループ制で話やすかった 
分別はしっかりと進んでいると思います 
廃棄物に携わっている方々の熱意を感じられる 
具体的でよかった 
良かった 
カフェ・お茶・お菓子でなごやかな雰囲気だった。ワークショップ形式でよかった 
様々な立場の方と話せて良かった。時間がもう少しほしい 
ごみについて共通理解できてよかった！ 
初めて参加しましたが、ごみについて考えている方が多いのに心強く思いました。 
世間話的にいろいろ話を伺うことができて参考になりました 
いろいろな話が聞けて良かったです 
ダンボールコンポストなど知らないことをいろいろ知る事ができました 
川崎市のいろいろな考えが聞けてよかった。 
他の地区の仕方、考え方が良く分かった 
皆さんがやっている事、苦労していることを聞けた 
生の声が聞けた。 
多くの意見からごみに関して本当にたくさんの問題があることがわかりました。今回は関心のある方ばかりでしたが、

普通の市民が参加できるカフェになることを期待します 
牛乳パックの出し方について 
困っていることがわかった 
ワールドカフェ方式はどうだろうか？テーマが抽象的で結局各自が話したい事を自由に話した感じだった 
参加者の皆様の日頃からの苦労を伺う事ができた。 
活発な場だった。しかし関心がある層のみで幅が狭いと感じた 
楽しかった。 
イベントにおいて”ごみステーション”正しいごみ分別の普及 
多様な意見が聞けて良かった 
もう少し話し合いをしてもいい。言いっぱなし 

「ごみゼロカフェ」に挙げたいテーマ（自由記述） 
余分な物を購入しない。 
普通ごみならず、紙ごみ、プラごみ、ペット等の減量について、どんな話し合いが出るのか興味がある。持続可能と
いうのは、すべてのごみを減らすことだと思う 
ごみゼロにする為の意識を高めていきたい 
今日のテーマでも良いと思います 
生ごみのたい肥化のすすめ（大型マンション） 
ごみ袋の有料化 
もっと深い話がほしい！（役所のチラシ以外に思ったことなど） 
ごみゼロセブン 
生ごみ減量大作戦を今後も実施していきたい 
アパートの学生さん等（独身の人）の若い人（子どもの教育も）のごみ意識が向上すれば現状がよくなっていくと思う 
若い人の参加を促すようなもの 
ごみとなる製品に対して企業はどのよう考えているか。 
・分別の仕方について 
・量を少なくする方法" 
ダンボール（ポット）コンポスト 
分別をしっかりすることだと思う 
分別を良くする。 
ごみ分別の普及活動をどのように行うか。 
紙おむつ 
ごみの分別の仕方 
過去の問題を提示して欲しい 
関心のない方をどう分別に参加させるか！ 
具体的な対策を 
不法投棄の防止対策、夏場に限った生ごみ回収（回数） 
ごみの分別、ごみの出し方（みな様が出した後、大きな袋に入れ直す人がいるので、勉強会などで教えたい） 
市民の教育の方法（３Ｒ） 
プラの分別 
困っている人やわからない人が疑問を解決」などのテーマ 
エコな暮らし 
環境汚染対策 
装置内に内蔵している電池の取り扱い、外したい 
常に皆に知ってもらうよう広告などを出す 
1.市民の理解を得るには、どうしたらよいか 
2.メーカーの指導を、上げ底と安かろう悪かろう商品を追放" 
テーマを絞って深く掘り下げてもよいのでは 

南

部

中

部

北

部

南

部

中

部

北

部
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感想、アイデア（自由記述） 

ごみは一人一人がルールを守ること 
マンションと一戸建てのごみ捨てには大きな差がある。マンションの中でも 24 時間捨てられて、ディスポーザーが

ついているマンションの住人に減量は伝わるか。マンションに住んでいる人達だけで話しても良いのではないか。（私
自身マンション住まいです） 
地域に根付くようにしたい。小中学校の生活科等、または家庭科の授業の中で、未来に子どもたちに理解してほし

いと思う。講座の開設 
2 時間楽しく会議をしましたので大変良かった。また参加したいと思います。市民の皆さん多くの人に参加してもら

いたいです。 
買い物のときはマイバックを持って行くようにしている。 
粗大ごみはできるだけ自分の家の前に出すことにすると助かります。 
落ち葉の腐葉土のすすめ 
会合などの時に常にごみカフェ的な話もした方が良いと思う。回数を重ね話し合う必要性あり！ 
話し合いの目的を明確に事前に知らせておくようお願いします。 
各町内会から「こういうことをしている」という内容を出してもらったらどうでしょうか。参考になると思う。 
有意義でした 
開催された３回の結果をどのように次につなげるか…が課題です。結果を公表していただければと思います。 
ティッシュごみの再活用 
衣類回収、生ごみリサイクルは市が今後、取り組むべきかも…と思いました。 
家庭の一人ひとりがごみのことに関心をもって生活する。 
ごみゼロは不可能ですが、近づけられたら…です。全市民が、資源の流れを理解できるような機会をいただけると

よいです。（どこからきて、どこへ行くのか） 
・モノの製造➡（消費者である私達）➡ごみ 
・上 水   ➡（消費者である私達）➡下水 
緑のことで、先日、全国で川崎市が表彰されたそうで、川崎市は緑以外にも、ごみや水に対しても意識が高くなっ

たら、さらに暮らしやすいまちになると思います。これからもよろしくお願いいたします。 
町会等のイベントの時にパンフレットなどを配布して、知ってもらえることも大切ではないか。 
もっと町会等で多くの市民に話をして、しっかり減量の意識を高めていくとよいと思う。 
子どものときから分別はよく考える。 
各々でごみ分別テストを行う 
ごみについて大学生対策の実施 
ごみゼロカフェを年 1 回位開いてほしい 
自治会を通じてもっとしつこい位に広報して欲しい 
普通ごみの中身を調査し、分析し、対応を行政から PR していただきたい、若者へのご理解願うことを考えていただ

きたい 
教育ならば良いが… 
「市の方向はどうすべきか？」を明確にし、徹底を（分別種類は、今迄通りで良いと思う） 
学校、小、中、高、老人会などで、ごみ分別の話（勉強会）やゲームなどをするとよいのでは。 
リサイクル工場を見学することが一番理解できるのではないかと思う。自分の出したごみがどのように処理されてい

くのか？どのように分別して出したらいいのかがわかる。だから、ツアー等、見学できる機会を作ってもらうと意識が変
わると思います。自分の経験から強く感じます。 
次回は構成メンバーを”廃棄物”の専門家ではなく別の分野の方々を交えると違うアイデアが出ると思われます。 
こういった会場ではなく、より参加しやすい状況にしてほしい。ごみゼロカフェは、市民会議のみでなく、いろいろな

主体が開催したりも出来るとよい。 
電池が多種あるので、それに合った対応をしていきたい。乾電池、ニッカド、リチウム、ボタン電池他、乾電池も使い

きって捨てたい。エネルギーまだ残っている。 
川崎市が全国に誇れるごみ回収都市になるよう、みんなに協力、アピールする！ 
テーマ別に小分けして徹底した意見交換できれば良いと思う。・分別方法の徹底 ・生ごみ ・ミックスペーパー ・

不法投棄 
リサイクルが実際にどのくらいプラスになっているのか具体的に示してＰＲしたら理解が広がると思う。燃焼させて灰

を埋め立てる場合と材料として精製して取り出す場合とで、使用されるエネルギー、コストをきちんと比較する。 

南

部

中

部

北

部



16 

３.「ごみ減量から見た“エコ暮らし”」の実践と課題（意見の整理） 

参加者の意見を詳細にみる中から、“エコ暮らし”の実践と、より一層の減量化・資源

化を図るために浮かんだ課題・問題点を整理しました。 

（１）参加者のみなさんの“エコ暮らし” 

①実践されているエコ暮らし 

「必要なものだけを買う」、「マイバック持参」、「食べ残しはしない」を中心にみな

さんのアイデアを合わせると、「家庭のごみダイエットチェックシート」の全 27 項目を

上回る取組みが日常的に実践されており、３Ｒ番付は“大横綱”級。 

また、「食品ロスをなくす」、「リユース食器を普及させる」、「フードバンクを広げ

る」、「全国おいしい食べきり運動を促進」、「紙袋は全て有料に」など、事業者に向け

た方策も提起されました。参加者の視野の広さがうかがえます。 

②各地域における分別排出の推進 

「集積所で指導員が指導」、「集積所の見守り、見廻り」、「分別品目ごとの容器設

置」、「分別ルールを掲示」、「分別の仕方について町会で勉強会」、「町会の独自の廃

品回収」等の事例が紹介されました。 

ごみ出しのルールが守られにくいとされる集合住宅については、「役員が交代で立ち、

指導」、「アパートに対しては業者を通した」など、各地域で廃棄物減量指導員を中心と

する住民の頑張りに支えられ、熱心に、継続的に、取組む様子が分かりました。 

「ごみの集積所を分散したことで目が行き届き、ルールが守れた」というような工夫も

ありました。 

（２）“エコ暮らし”を進める上での課題 ～さらなる分別促進のために 

①収集方法・収集回数など 

ごみの分別を進めるため、「ペットボトルのキャップ」の分別収集、「ダンボール」、

「古着」等の市収集化、収集回数の増加を求める意見とともに、「自治会未加入の世帯が

資源集団回収を利用しない」という問題が指摘されています。 

一方、高齢化の進行によって「現行の分別収集ですら大変」、「遠方の集積所に持ち込め

ない」、「回収拠点が少なく遠い」といった方々への対応が課題として浮上。「有料化」、

「戸別収集」なども意見として上がりました。 

②「ごみの分け方・出し方」に関する周知・理解 

分別の徹底を図るためには、「分かりやすく」、「詳細で親切な」冊子、「具体的に

分かるよう現場で知らせる」、「大きく」、「品目ごとに説明が丁寧な」掲示物、「市

民が理解しやすいビデオ」などまで、とにかく“分かりやすく”工夫したツールが求め
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られています。 

また、「川崎ごみ分別アプリ」の活用と併せて、多言語による周知（冊子、集積所の

掲示板等）」の徹底、管理人不在の集合住宅の住人に対する周知の必要性が指摘されま

した。 

③意識啓発・環境教育の重要性 

「市民一人ひとりがルールを守っていく」ことが大事であり、そのためには、「次世代

の担い手である子どもや若者」を中心に「関心の無い人」にまで、「意識啓発・環境教育

が極めて重要」と、多くの参加者が考えています。 

その方法として、「学校で分別ゲーム」、「町会で勉強会」などのイベントを通じたコ

ミュニケーション、「町内会かわら版・広報誌の活用」、「功労者への表彰」など、地域

コミュニティーにおける様々なアイデアや実例が寄せられました。 

（３）現行の施策に対する要望 

「生ごみ、公園の剪定枝、落ち葉、草木の堆肥化が必要」、「ごみ収集ルートや時間の

変更」、「地域の環境や実情に応じた柔軟な集積所の設置（折り畳み式ステーション）」

など、現行の施策に対する要望や、「よりエコな方法を知りたい（ごみ減量か省エネルギ

ーか）」という興味深い問い掛けが届いています。 

（４）“怖い”・“危険”を伴うごみの問題 

「分別を守らない」、「収集日や時間を守らない」人に対しては人間関係がこじれる可能性

があり、地域では対応が難しく“怖い”という問題や、「不法投棄」された「殺虫剤・ガス

ボンベ等の始末」など“危険”を伴う問題が指摘されました。厚紙等で包んでも刃物が集積

所に出される事は“怖い”・“危険”という声も。 

なお、「粗大ごみの放置」についても、近隣の住民が善意で片づけるケースがあり、“リス

ク”、“面倒”を負う恐れが増加しています。 
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Ⅴ. 平成 28年度「ごみゼロカフェ」の結果を踏まえた市への提案 

平成 28 年度ごみゼロカフェの総仕上げとして、参加者の意見を基に「ごみゼロカフェ

運営委員会」が検討した内容を一般廃棄物処理基本計画の基本施策の分類に沿って以下の

とおり市へ提案します。 

なお、先述したとおり、参加者が“エコ暮らし”とごみの減量化・資源化に熱心に取り

組んでおられたことから、「『環境市民』をめざした取組」にウエイトを置く内容となりま

した。 

１.「環境市民」をめざした取組 

（１）市民参加を促す啓発教育プログラムの工夫 ＜環境教育・環境学習の推進＞ 

①次世代を担う若者が創造する啓発教育プログラム 

・“エコ暮らし”のアイデアからアンケートにまで、子どもや若者に対する教育・意識啓

発が言われています。次世代を担う彼らが中心となって啓発教育プログラムを創造・実

践してほしい。 

・世代ごとの切れ目のない教育をめざすなら、大学生が高校生に、高校生が小中学生に

と、相互に教え学習しあうスクールも面白いのではないか。 

・また、大学生と外国人との「環境市民」交流も考えられ、生涯教育、社会教育の一環と

して地域の大学、教育委員会との連携・協定も視野に入れることができよう。 

（２）適正な「資源物とごみの分け方・出し方」 ＜情報共有の推進＞ 

①“分かりやすい”情報提供ツールを 

・冊子については「分別を分かりやすく」、「詳しく」、「大きく」。集積所の掲示物につい

ても「分かりやすく」、「大きく」、そして「多言語でも」。 

・高年層は冊子形態を望む声が主流ですが、中年層・若年層のごみ出しに関する意識喚起

や使い勝手に適したツールの充実が望まれます。 

・「自治体に非加入の世帯」や「外国人」に対する「ツールの配布を確実に」と参加者か

ら指摘されました。市内すべての住民に冊子類が行き渡る策を講じていただきたい。 

②「家庭のごみダイエット・チェックシート」の刷新、アイデアの集積 

・「余分に買い過ぎない」、「マイバック持参」など、参加者の多くが挙げた取組を特に重

点項目として、日ごろの３Ｒの取組状況をチェックできる「家庭ごみダイエット・チェ

ックシート」に反映するなど、市民が取組みやすく続けやすいように刷新してほしい。 

・「ダイエット・チェックシート」を若者に作成させてはどうか。その内容を学習、実践

させ、彼らの視点も付加することは啓発教育につながると考えます。 

・アイデアの募集は今後も継続してほしい。エコ・クッキングや牛乳パックのリユース

等々、具体的なアイデアを集積・共有し、取組促進につなげたい。 



19 

③【ごみゼロ】統一アイデンティティの確立 

・“エコ暮らし”の原点である、ごみ減量の意識醸成を図るため、象徴的なフレーズとし

て、【ごみゼロ】を訴求するアイデンティティを展開し、確立を図りたい。 

・「ごみゼロカフェ」を起点に、「ごみゼロカフェ News」を発信し、「川崎ごみ分別アプ

リ」は“ごみゼロアプリ”、「出前ごみスクール」は“ごみゼロスクール”などと統一し

てはどうか。ごみ収集車に３Ｒ推進キャラクターの「かわるん」をラッピングするなど

して 「ごみゼロ」を呼び掛けてほしい。 

・「川崎市廃棄物の処理及び再生利用等に関する条例」も市民の一層の取組を推進するため

には、市民に馴染みやすく、「ごみゼロ条例」といった愛称で浸透を図れないものか。 

（３）“エコ暮らし”を進める市民・事業者の参加 ＜市民・事業者参加の促進＞ 

①「ごみゼロカフェ」の定常開催 

・基本計画の主柱の一つであるごみの減量化・資源化に向けて、「ごみの分別・減量」の

テーマに特化した「ごみゼロカフェ」を一定の期間ごとに開催することにより、「ごみ

ゼロカフェ」の運用基盤を固めることが出来ましょう。 

・新しい市民の参加を促進するとともに、今回の参加者にも継続的に参加していただき、

「ごみゼロカフェ」の足固めをしていきたい。 

②「ごみゼロカフェ News」の発行 

・＜情報共有の推進＞にも関連する「ごみゼロカフェ News」は、市民と行政を結ぶ双方向

のコミュニケーション・ツールとして、市民の意識啓発や参加を促すとともに、市の考

え方や姿勢を発信する機会でもあります。 

・参加者から「ごみゼロカフェに寄せた意見の反映や応答を見える化してほしい」という

要望がありました。こうした市民の声には、市民の視点で語ってもらいたいです。 

③廃棄物減量指導員との連携 

・地域の実状を「ごみゼロカフェ」に、行政に届ける、というベクトルと、行政からは、

施策に関する色々な情報を受け、地域に届ける、という双方向のベクトルを担う廃棄物

減量指導員。「ごみゼロカフェ」の“常連”として繰り返しの参加を期待します。 

④事業者・市民活動団体との連携 

・参加者が挙げた「紙袋・包装紙の有料化」、「リユース食器やフードバンクの普及」、「食

品ロス削減」などについては、「ごみゼロカフェ」でも事業者や市民活動団体と連携

し、参加者の提示した課題に向き合いたい。 
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⑤地域力の応援 ＜環境功労者表彰の取組＞ 

・「町内会の勉強会」、「自治会を通じた普及広報」などが紹介された地域単位の取組は、

多くの参加者が「参考になる」としていました。こうした地域環境の向上等に顕著な功

績のあった個人又は団体を表彰する「環境功労者表彰の取組」がありますが、「ごみゼ

ロカフェ」を通じて、“地域の頑張りやご苦労さま”を共有、集積し、周知するなど、

頑張りを応援していきたい。 

・学校周辺のごみ拾い活動、クラス単位で“エコ暮らし”、など、子どもや若者が自ら企

画・実践した“頑張り”はとりわけ表彰に値すると思われます。取組を継続するための

インセンティブは、“頑張る”若者にも拡大していきたい。 

２.ごみの減量化・資源化に向けた取組 

（１）適正なごみの減量化・資源化 ＜家庭系ごみの減量化・資源化＞ 

①拠点回収・店頭回収の拡充 

・高齢化の進行等により「ごみの分別が大変」、「遠方の集積所に持ち込めない」などごみ

出しが難しく止むを得ない事情があるケースには、「ふれあい収集」が一定程度受け皿

になっていますが、市収集の拡充が容易ではない場合、拠点回収や店頭回収を拡充する

など、利便性を求める市民の声に対応していく必要がありましょう。

３.健康的で快適な生活環境づくりの取組 

（１）「環境市民」をめざす人たちの“安全・安心” ＜不適正排出対策等の取組＞ 

・分別を守らない人への声掛けが“怖い”、危険物の始末は“危険”といった問題は、生

活環境事業所で相談に応じる旨を広報誌に明示する必要があります。 

・「川崎市廃棄物の処理及び再生利用等に関する条例」で定める（市民の責務）、（市民

による廃棄物の適正排出）、（排出場所等との清潔の保持）、（立入調査）などの条項

を分かりやすく示すことで市民の責任と自覚を促すと同時に、廃棄物減量指導員を始

め、適正排出に努める人たちの“頑張り”に報い、市民の生活環境の“安全・安心”の

形成に寄与すると考えています。 

・「不法投棄」、「資源物の持去り」の対策も参加者から望まれています。なお、「資源

物の持去り」とともに「不適正排出」に対する罰則規定を定めるなど、現行条例の改正

も視野に入れていただきたいものです。
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Ⅵ. 次年度以降の「ごみゼロカフェ」に向けて 

最後に、平成 29 年以降の「ごみゼロカフェ」の運営について、今年度に得られた成果

を踏まえて、考え方の要点をまとめました。 

市が優先的に取組む課題に則して、「開催形式」「主体・参加者・ターゲット」「今後

のテーマ」を組み合わせていけばよろしいでしょう。 

１.開催形式 

（１）ワールドカフェ方式 

・アンケートで「よかった」とした参加者(９割以上)の評価の理由をみると、「グループ

制で話しやすい」、「なごやかな雰囲気」、「いろいろな意見が聞けた」という交流や

情報共有の視点であり、ワールドカフェ方式が評価されたものと考えます。 

（２）多様な開催方法 

・アンケートでは、「工場見学」、「イベント」、「ゲーム」、「勉強会」など開催方法

に関する意見もいただきました。テーマや参加者の属性により、講座･講演、フィール

ドワークなども考えられ、目先を変えることで参加者の興味を様々に喚起できると思い

ます。 

２.主体・参加者・ターゲット 

（１）参加経験者のリピート促進 

・“エコ暮らし”という抽象的なテーマにも係わらず、参加者の意見が「環境教育」、

「ごみの減量化・資源化」、「まちの美化」、「不適正排出対策等の取組」などの施策

にまで広く及んだように、関心の高い自主参加者や廃棄物減量指導員の声は、各地域の

ごみ出し、ごみの減量化・資源化の現状を如実に伝えています。 

・その参加者の多くが、次回以降の「ごみゼロカフェ」開催に参加意向を示して下さった。 

・次年度からは、このみなさんに参加頂くことで、「ごみゼロカフェ」が確立されてゆく

と考えます。そして、みなさんが地域で新しい参加者を招いて下さり、さらに裾野が広

がることを期するのです。 

（２）次世代を担う若者への期待 

・「『環境市民』をめざす取組」を、次世代を担う若者たちに伝えなければなりません。 

・また、若者の視点で、次世代の「『環境市民』をめざす取組」を創造してほしいので

す。若者を中心とした世代間の交流の場として、意見交換を行うことができれば、「ご

みゼロカフェ」は更に有意義な場になると確信しています。 
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・なお、今回の「ごみゼロカフェ」で自主参加がほとんどいない 30代・40 代の中間層

も、『次世代の担い手』です。この世代を見落としてはいけません。 

（３）様々なコミュニティーの参加・交流 

・「親子」、「家族」という家庭、「町会」、「自治会」、「商店街」という地域、「学

校」、「職場」や「ごみを考える活動仲間」等々、すべてが主体になり得ます。また、

参加者から「集合住宅のごみ出しを考える（集合住宅の住人のみ）」というユニークな

視点も示されました。 

（４）参加者の募集に関する工夫 

・広報・ホームページ・チラシで公募したものの、参加者の過半数が「市から参加依頼の

連絡」を受けてという結果でした。様々な広報媒体の活用、市民活動団体などを通じた

募集、工夫を講じなければなりません。 

・市民・事業者など多様な主体が集まり、それぞれの立場から意見交換を行うことで政策

課題の解決につながるのではないでしょうか。 

３.今後のテーマ 

参加者からはごみの分別を中心に、分別内容や意識啓発など、多様なテーマの提案があ

りました。これらを踏まえ運営委員会でも検討を行った結果、テーマは大きく４つの視点

で分類できると考えます。 

（１）定期的、恒常的に取組むテーマ 

①ごみ減量・分別 

・今年度の「ごみゼロカフェ」の成果の通り、地域の現状の把握は、基本計画・施策の評

価にも繋がります。また、政策次第で新たな問題や課題が表れるため、市民のみならず

市にとっても“エコ暮らし”に並ぶベーシックなテーマと言えましょう。したがって、

容器包装プラスチック類やミックスペーパーの分別排出の状況などを定期的に観測し、

ごみ減量・分別の“今”を確認していくのが望ましいと思います。 

②地域の美化 

・ごみ集積所周りを始め、路上や空き地・公園などのごみ散乱、たばこのポイ捨て、大量

の落葉などは、廃棄物減量指導員や地域住民を日常的に悩ませています。「まちの美化

推進」は基本施策の一つであり、市民と行政とが定期的に意見交換すべきと考えます。 

（２）継続して取組むテーマ 

①意識啓発・教育 
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・アンケートの「『ごみゼロカフェ』に挙げたいテーマ」、「感想、アイデア」で最も多

かったのが意識啓発・教育。 

・子どもたちの清掃活動（フィールドワーク）や若者対象の意見交換会（若者ごみゼロカ

フェ）など、開催形式に工夫を凝らし、次世代の担い手の参加を促したいものです。 

（３）トピック的に取組むテーマ 

①社会環境の変化に応じて 

・廃棄物処理に関する法令の施行・実施による分別品目や収集体制の変更後に戸惑う時、

疑問に思う時など、タイムリーに取り上げると面白い。例えば、小型家電、食品ロス、

お祭りなどイベントのごみ、分別品目の追加など。 

・市民・事業者・行政が足並みを揃えて考えねばならない問題が潜んでいます。

②市民や事業者の気づき促進 

・平成 27年度に「お祭り・イベントでのごみ減量を考える」をテーマに開催した「プレご

みゼロカフェ」では、普段のごみ出しからは見えない問題があることに参加者が気づ

き、活発な意見交換が行われました。事業者にリユース食器の提供を依頼したり、参加

者にマイバック・マイ箸の持参を求めるなどテーマに応じて「小さな気づき」、「小さ

な行動」を積み重ねていくことが、“エコ暮らし”につながっていくのではないでしょ

うか。 

（４）将来を見据えて取組むテーマ 

 ～市民と事業者と行政と、みなが問題を共有して考えよう～ 

・ここで提起する項目はいずれも、様々な関係者と連携して取り組まなければ解決できな

い問題です。また、傍観している時間は少ないでしょう。このため、市民・事業者・行

政が、その問題を共有し、将来を見据えて取り組む必要があります。 

① 食品ロス 

・川崎市が実施している「食べ切り協力店」の募集が不調であることから、市民と市が歩

調を合わせ、全市で「食品ロス」に向き合う適期であると考えます。 

・老若男女の関心を惹きやすく、様々な市民や事業者の参加を想定できる点も、「ごみゼ

ロカフェ」のテーマに相応しいと思われます。 

②高齢化社会におけるごみ出し 

・何気なく行っている毎日のごみ出しも、「現行の分別も大変」、「集積所に持ち込むの

が難儀」、「回収拠点が遠くて利用できない」という人たちがいます。「ふれあい収

集」の対象ではない高齢者です。しかし、誠実に適正排出を心掛けて下さっています。 

・急激に進む高齢化社会では、どのような分別収集体制が望ましいのか。危機感を持って
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いる自治体も少なくはないでしょう。生活の質に関わり、「ごみ出し」の側面だけでは

語れない非常に難しい問題です。しかし、どのようなことができるのか、「ごみゼロカ

フェ」でも、世代を横断し真剣に考えてみたい。誰もみな、加齢するのだから。 

③大規模災害時の対応 

・大規模災害に対する危機感が高まる中、防災の観点では重要な飲み水・保存性の高い食

料の備えも、飲食後にはその容器包装類がごみに変わります。また、非常に深刻な問題

として報じられたトイレ、即ち、汚物・排泄物を衛生的に始末し、さらに、平時の廃棄

物処理体制が復旧するまで、それらを保管しなければならない場合もあります。 

・そして、食料品が腐敗しやすい時期、感染症が蔓延しやすい季節などに発生した災害に

は、特段の事情に応じたごみ処理を意識する必要があるのではないでしょうか。 

・行政が取組むべき課題とせずに、普段の生活の中で備えること、発災時の対応や工夫

を、ごみ減量の観点から考えてみたい。 
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Ⅶ. おわりに 

 ごみゼロカフェの立ち上げに市民委員として参加することができ嬉しく思います。長

年、廃棄物減量指導員として、ごみ集積所の監視・巡回指導を行う中で、分別排出の徹

底のためには、ごみ集積所における分かりやすい排出方法の表示や普及啓発用冊子の配

布が重要と考え、運営委員会で意見を出させていただきました。 

安全・安心のまちづくりのためには、不適正排出への対策や高齢化社会への対応も継

続して行う必要があります。 

ごみの減量においては、食品ロスの削減が大きな課題となっており、ごみゼロカフェ

でも意見交換してほしいところです。 

 プラスチックごみによる海洋汚染がここ数年注目されており、その対策について議論

されています。海産物にも汚染が広がっていることから、食の安全ひいては人体への影

響が懸念されます。今後このような問題も検討していく必要があると思います。 

 川崎市長は意識も高く、一生懸命頑張っているので、今後の市政には大いに期待して

おります。 

ごみゼロカフェ運営委員会 市民委員 金子 安芳 

（廃棄物減量指導員） 

今年度のごみゼロカフェでは、川崎市各区域の何らかの活動をされておられる方の参

加が多く、普段の生活の中でのゴミや環境に対する問題意識が高く、各地域での問題点

とお考えを伺うことができ大変有意義で有益な催しだったと考えます。 

今後は、この貴重な意見を踏まえて一歩でも二歩でも前に進む取り組みが望まれま

す。 

それには、関心のない方、若い方たちの活動への取り込み、市民（減量推進員、活動

団体含む）、事業者、学校（大学含む）、行政をネットワーク化してパートナーとして取

り組む方法が必要ではないでしょうか。 

事業協力者登録制度等（ごみゼロカフェネットの輪とか）、幼児から参加できる（こ

どもかわるんクラブとか）などで、それぞれの得意分野を活かした活動ができないでし

ょうか。 

川崎市が、全国で、また世界のモデルとなれるようなごみゼロカフェとなれれば最高

です。 

ごみゼロカフェ運営委員会 市民委員 河野 和子 

（グリーンコンシューマーグループかわさき元代表） 
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新しい試みのスタートに在りがちな不安を、参加者のみなさんが吹き飛ばし、次年度

に向けた道標を築いて下さりました。心から御礼申し上げます。有難うございました。

今後も、市民が主役である「ごみゼロカフェ」に繰り返し御参加頂き、「ごみゼロカ

フェ」をみなさま自らが進化させて下さることを願っております。

一方、新たな市民参加の形に取組んだ川崎市も評価できましょう。基本計画の原点で

ある“エコ暮らし”のテーマは、参加者のごみの減量化・資源化の現状を知らせ、初年

度においては適当であったと言えます。しかし、それを成し得たのは、日々の“エコ暮

らし”の実践の中から、様々な課題・問題を的確に提起した参加者のお蔭です。今年度

の運営を結実させたみなさんを是非讃えて頂きたい。そして、「ごみゼロカフェ」を機

に、市民が寄せる声の裏にある真意と、誠実に向き合って下さい。市民と市の双方に寄

与する「川崎ごみゼロ」は、市民とともに創造されなければなりません。

ごみゼロカフェ運営委員会 市民委員 後藤 みゆき 


