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Ⅰ.平成 29年度「ごみゼロカフェ」開催経緯とねらい 

１.「平成 28 年度ごみゼロカフェ」の総括を踏まえて

（１）テーマ設定にあたって 

平成 18 年度から平成 27年度までの 10年間、４期にわたって開催された「ごみ減量推進

市民会議」によって提起された「ごみゼロカフェ」は、平成 28年度に「ごみ減量からみ

た“エコ暮らし”」をテーマに 3回開催されました。平成 28年度の総括を踏まえ、平成 29

年度の「ごみゼロカフェ」開催に向けては、開催形式、主体・参加者・テーマ、今後のテ

ーマについて検討すべき方向が示されました。 

平成 29 年度の「ごみゼロカフェ」は、その示された方向性を踏まえてテーマと開催方式

を検討することとしました。 

（２）「ごみゼロカフェ」運営委員会によるテーマと開催方式の設定

平成 29 年度は第 1回ごみゼロカフェ運営委員会で、今年度のごみゼロカフェ開催方式

を次のように決定しました。 

テーマ設定 「前年度のごみゼロカフェで提案された」なおかつ 

 「現在の課題」から毎回異なるテーマを選定する。 

開催方式 勉強会、講座･講演、フィールドワークなど多様な開催方法とする。 

 市民活動団体との連携を図る。 

平成 29 年度「ごみゼロカフェ」開催計画(案) 
① もっと知りたい“ごみ”のこと！川崎の“ごみ”世界の“ごみ”  

・ごみの排出量を減らすためには、「ごみ問題とは何なのか」「地球規模の環境問題から

見たごみを知ることが大事である。ごみゼロカフェの中で身近なごみと世界のつなが

りについて考える。

・有識者による講演とセットで開催する。

・幸市民館市民自主企画事業と共同開催する。

② 食品ロス対策 

・2030 年までに食品廃棄物の量を半減させることが先進国間で合意されるなど、食品

ロス問題は廃棄物の中で重要な問題である。食品ロスの半分は家庭から発生している

ため、有効な対策をごみゼロカフェで考える。

・有識者によるミニ講演とセットで開催する。

③ 小型家電リサイクルの推進 

・小型家電に含まれる希少金属は都市鉱山とも呼ばれているが、使用済みの携帯電話な

どが家庭に眠っていることも多く、小型家電リサイクルは資源の有効利用の大きな課

題となっている。小型家電リサイクルにより 2020 年東京オリンピックのメダルを制

作するプロジェクト」が始まり、どのように回収量を増やすかごみゼロカフェで考え

たい。

・小型家電リサイクル工場の見学をセットで開催する。
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平成 28 年度「ごみゼロカフェ」--次年度以降の「ごみゼロカフェ」に向けて(抜粋)

１.開催形式

（１）ワールドカフェ方式 

（２）多様な開催方法 

・テーマや参加者の属性によって、勉強会、講座･講演、イベント開催、フィールドワークなど、多様

な開催方法も射程に入れていく必要があると考えられます。 

２.主体・参加者・ターゲット 

（１）参加経験者のリピート促進 

（２）子ども・若者へのアピールの必要性 

（３）参加者の募集に関する工夫 

・様々な広報媒体の活用、市民活動団体などを通じた募集、子育て世代を対象としたイベントとの連携

等、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

決につなげていきたいところです。 

３.今後のテーマ 

（１）定期的、恒常的に取組むテーマ 

①ごみ減量・分別 

②地域の美化 

（２）継続して取組むテーマ 

①意識啓発・教育 

（３）トピック的に取組むテーマ 

①社会環境の変化 

・社会環境の変化によって、新たに問題となってくることや、分別内容が変更になって戸惑うことが生

じるようなときに、タイムリーに取り上げるテーマがあると考えます。例えば、小型家電、食品ロ

ス、お祭りの時のごみ、分別品目の追加など、市民・事業者・行政などの新たな取組に関するテーマ

などが考えられます。 

②市民や事業者の気づき促進 

（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～ 

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を受け、市民ともども歩調を合わ

せ、全市で「食品ロス」に向き合っていきたい。 

・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

テーマとして適しています。 

② 高齢化への対応 

③ 大規模災害時の対応 



4 

２.「ごみゼロカフェ」の方向性 

【ごみゼロカフェ】とは、ごみの減量化・資源化に係る市民参加を推進するため、さま

ざまな年代の市民や事業者など多様な主体がごみ減量について意見交換する場です。カフ

ェのようにお茶を飲んでくつろぎながら小グループで意見交換をし、アイデアを出してい

きます。 開催結果は「ごみゼロカフェ News」にまとめて広報するとともに、市のごみ減

量施策に反映していきます。 

３.平成 29 年度「ごみゼロカフェ」のめざす成果 

平成 29 年度ごみゼロカフェでは、できるだけ多様な市民の参加を促し、ごみの減量にむ

けて知識と意識を高めていただき、日々の生活の中でごみの減量に取り組む人が増えるこ

とをめざします。 

また、平成 30年度以降のごみゼロカフェの継続と運用に向けた課題の把握、新たに取り

組むべきテーマの抽出をめざします。 

ごみゼロカフェ イメージ 
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Ⅱ.平成 29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と市民が協働で企画･運営するために、「ごみゼロカフェ運営委員会」

を平成 28年度に設置しました。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。 

ごみゼロカフェの開催方法を固めていくために、平成 29 年度も運営委員会を継続し、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 29 年 8 月 18 日(金曜日)14：00～16：00 中原区役所 506 会議室 

・第２回ごみゼロカフェ運営委員会 

平成 30 年 1 月 12 日(金曜日)15：00～17：00 川崎市役所第３庁舎第３会議室 

・第３回ごみゼロカフェ運営委員会 

平成 30 年 2 月 26 日(月曜日)13：00～15：00 川崎市役所第４庁舎第３会議室 

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－ 

・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。 

・平成 29年度後半に開催することとし、2回は土曜・日曜・祝日に開催し、残り 1回は

平日に開催する。 

・参加者は、意見集約がしやすい１回 30 名程度(中学生以上)とし、市内 3か所で各回テ

ーマを設定して開催する。 

・原則として市民館など交通の便がよい会場とする。ただし、１か所は処理施設等の見

学を組み合わせて開催し、借り上げバスを用意する。 

（１）参加者の募集 

・市政だよりに掲載し、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 29 年 10月 28 日(土曜日)10：00～12：00 幸市民館第１会議室 

参加者数：32名 

幸市民館自主企画事業とのコラボレーション 

村岡良介講師による講演 「川崎のごみ世界のごみ」 

第２回ごみゼロカフェ 

平成 29 年 11月 21 日(火曜日)10：00～16：00 (株)リーテム、浮島処理センター、かわさき

エコ暮らし未来館 

参加者数：32名 

工場見学で考える小型家電リサイクル 

（株式会社リーテム東京工場及び浮島処理センター（資源化処理施設）視察） 

第３回ごみゼロカフェ 

平成 30 年 2 月 18 日(日曜日)13：30～16：30  CC かわさき 高津市民館 第 4会議室 

参加者数：29名 

上岡美保講師による講演 「『食品ロス』を考えよう」 
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３.「ごみゼロカフェ」の進行 

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、

各回次のような段取りで進めることとしました。 

第１回ごみゼロカフェ 

＜テーマ＞川崎と世界のごみの分別を知り、 

私たちの出す身近な“ごみ”と世界の“ごみ”問題のつながりを学ぶ 

10:00 2 分 主催者挨拶 

10:02 2 分 趣旨説明 

10:04 1 分 スケジュール説明 

村岡良介氏紹介 

10:05 50 分 講演 

10:55 5 分 ワークショップのやり方説明 

11:00 40 分 ワークショップ 

・付せんへの書き込み 5分 

・付せん内容の発表・意見交換 30分 

・意見取りまとめ、発表者選定 5分 

11:40 18 分 発表と村岡さんのコメント 

（1班 2分＋村岡さんコメント 1分）×6班 

11:58 2 分 まとめ・閉会の挨拶 

12:00  終了
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報道発表資料
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募集チラシ



10 

第２回ごみゼロカフェ 

＜テーマ＞工場見学で考える小型家電リサイクル 

10:00  川崎駅東口集合（ラゾーナ川崎レジデンス前から出発） 

車内にて「本日のごみゼロカフェ」説明(紙芝居) 

10:40 ～11:50 リーテム東京工場見学着、見学、出発 

12:10  かわさきエコ暮らし未来館着 

  昼食・見学 

12:50  未来館、資源化処理施設の見学 

  ワークショップ「小型家電リサイクル推進を考えよう」 

14:00 ～14:05 ワークショップのやり方説明(5 分間) 

14:05 ～14:55 ワークショップ(50 分間)  

・付せんへの書き込み 10分 

・付せん内容の発表・意見交換 30分 

・意見取りまとめ、発表者選定 10分 

14:55 ～15:20 発表とまとめのコメント(25 分間) 

発表             20 分 

市から補足・お知らせ他    5 分 

15:30  かわさきエコ暮らし未来館出発 

16:00  川崎駅東口着、解散
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報道発表資料
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募集チラシ
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車内説明 (紙芝居形式) 
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第３回ごみゼロカフェ 

＜テーマ＞『食品ロス』を考えよう 

１３：３０  開会、概要説明等 （１０分） 

１３：４０  講演「食品ロス問題について（仮題）」 （５０分） 

１４：３０  質疑応答 （１０分） 

１４：４０  休憩 （１０分） 

１４：５０  ワークショップ「どう減らす？食品ロス」 （６５分） 

      本日の進め方 

１５：５５  ワークショップの成果発表 （２５分） 

５班×５分（講師からのコメント各班１分含む） 

１６：２０  まとめ、終了挨拶 

１６：３０  終了 
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報道発表資料
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募集チラシ
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概要説明 (紙芝居形式) 
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Ⅲ.平成 29年度「ごみゼロカフェ」実施総括 

１. 参加者による平成 29 年度「ごみゼロカフェ」の評価 

平成 29 年度ごみゼロカフェは、各回のテーマ及び開催形式が異なっており、それぞれの

参加者の発表からごみゼロカフェの評価をします。 

第１回ごみゼロカフェ 

＜テーマ＞川崎と世界のごみの分別を知り、私たちの出す身近な“ごみ”と世界の“ご

み”問題のつながりを学ぶ 

講演を聞いて、川崎市のごみ処理の先進性を再認識し、ごみの減量・分別の進め方、周

知・広報などに関する様々な視点、方法が話し合われました。 

第１回ごみゼロカフェの各班からの発表要旨

【1 班】「ごみの量をどのようにしたら減らせるか」 

・入ってくる量を減らすと出る量も減らせる 

・無駄なものを買わない・買い物袋を持ち歩く 

・分別をすればそれも資源になる 

「心がけが大事」 

・このような学習会に参加して、ごみについて学ぶことも大事 

・自分達がやっていれば若い人もついてくる 

【2 班】 「流行の移り変わりが早い」--消費指向 

・最小限の量で料理をする方向立てをしていくことが必要 

・過剰包装はできるだけ簡略化することを心がけるべき 

・時代とともに嗜好が変わっていくことに対する工夫が必要 

【3 班】 「ごみの先進都市かわさき」「意識の向上」「未来に向けて具体的行動」 

・「ごみの先進都市かわさき」ということももう少し宣伝しても良い 

・意識・動機させるようなインセンティブが必要 

・ごみの処理費用をもっと“見える化”する 

・オリンピックの「みんなのメダルプロジェクト」がとても良い 

【4 班】 「分別の問題」 

・分別についていかに理解を持ってもらえるかが一番重要 

・説明の書類が非常に煩雑なので、もっとわかりやすく 

・生活を変えるには、小学生位から教育をしていく 

・ごみを減らすには、インフラ整備もしていかなくてはいけない 

【5 班】 「ごみを減らすために」 

・自治体により分別の方法が違う、国内でも統一される提案があるとよい 

・「３Ｒ」に「リフォーム」を加え「４Ｒ」も考えられる 

・ごみにする前に考える 

・先生の話は歴史がよくわかり、参考になることが多かった 

【6 班】 「資源を大事にしたい」 

・メダルプロジェクトは感激した、広く知らせたい 

・「そのような事をもっと知らせたい」 

・子どもへの教育、単身者への周知が大事 

・災害時、家庭、事業系の分け方を統一して欲しい 

「ルール違反の方の対応」 

・永遠の課題  
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第２回ごみゼロカフェ 

＜テーマ＞工場見学で考える小型家電リサイクル 

小型家電リサイクル工場を見学し、説明を受けたことで、参加者がリサイクルについて

考えをめぐらし、推進する方法や懸念される点などが話し合われ、様々なアイデアも出さ

れました。 

第２回ごみゼロカフェの各班からの発表要旨

『小型家電リサイクル工場』『浮島処理センター』を見学して感じたこと 

 「まずは見るところから、考えてもらい、そのきっかけになる」 

「子どもが見学することが大事」 

『小型家電リサイクルを進めるためには』 

 「日本は世界一の都市鉱山なので、この 2020 年のオリンピックで皆さんの関心を集める」 

「具体的に“冷蔵庫いくつでネックレスができます”と広報」 

「データの消去心配を解除」 

「出しやすいしくみを作る」 

「業界団体に半強制的に『回収ボックスを出してください』と法律を作る」 

「“デポジット”にして 10 円でも 20 円でも戻ってくるしくみを作る」 

「コンビニ・スーパー・郵便局、スーパーで集めてもらう」 

『ごみ減量のためにご自身でできること』 

「排出者各人が責任を持つという意識の啓発・意識の向上に働きかける」 

「買わない」 

「修理にだす」 

第３回ごみゼロカフェ 

＜テーマ＞『食品ロス』を考えよう 

講演を聞き、食品ロスの取組の重要性を理解すると同時に、余計なものは買わない・食

材は使いきる・食べきるなど、誰でも出来る工夫や心掛けが壺であると見えてきました。

また、食品ロスの意味や問題点などを広く伝え、子どものみならず、大人も含めた教育の

必要性も提起されました。最後に皆が考えた多くの川柳が披露されました。 

（なお、この川柳は、ごみ減量の取組を進める為に、ごみゼロカフェ事務局が提案した

試みです。参加者が大いに盛り上がりました。また、講演やワークショップの要点を再確

認することができ、これを“努力目標”とする方もおられるなど、早速に啓発効果もあり

ました。ごみゼロカフェは、関わる人たちのアイデアで進化していくと考えます。） 
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第３回ごみゼロカフェの各班からの発表要旨

「上岡先生のお話を聞いて感じたこと」 

・日本の食料自給率が心配 

・食料を減らすことの重要性を知らなかった 

・地産地消を意識することが大事だと思った 

・食料自給率の分母を小さくする・分子を小さくする考え方を初めて知った 

「既にやってしまった食品ロス」・ 

・食料の無駄(クッキーが湿気てしまったり、買った大根がしなびたり) 

・冷蔵庫にしばらく使っていない調味料がある 

・冷凍したまま乾燥してしまったものがある 

「やっていること」「できること」 

・生ごみの堆肥にするための工夫をしてる 

・冷蔵庫を綺麗にする 

・若い人にもこの様な場所にきてもらう 

・買物に行く時は、冷蔵庫の中身をよく見てから行く 

・スーパーに行く時は、安売りに乗せられない様にしよう 

・期限が切れそうなものについては、寄付をする 

・カレンダーに記録して消化する 

・食べきる、余った野菜を有効利用する 

・安売りチラシを見ない。安いからといって不要なものを買い込まない 

・もう一度生えてくるものは育てる 

・玉ねぎの皮は染めに使います 

・災害のことを考えローリングストックを行っている 

・「災害時の料理法、冷蔵庫の食品ロスをなくすことを一緒にやっている 

「どう減らすか？食品ロス」 

・冷蔵庫の中の食品を“見える化”しよう 

・食育の重要性や家庭の無駄を周りに知らせていくことが大事 

・若い方や関心のない方に対してこの様なことを伝えていくこと 

・行政から学校に呼びかけて学校での食育を推進していく 

・もったいない教育をもっと広める 

・『食品ロス』を考えるには、働き方、生き方も考えなくてはと思った 

「関心のない人に対して」 

・町内会のイベント、防災訓練などを通して、保存食に関心を持ってもらう 

・マスメディアや SNS で、関心がない人にも嫌でも目に留まるようにする 
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２. アンケートからみた平成 29 年度「ごみゼロカフェ」の成果と課題

今年度のアンケートは、各回のテーマに応じて実施しました。今年度の傾向を共通の設

問で比較します。なお、第１回から第３回の延べ参加人数は 83人でした。 

【性別】男性と女性はほぼ半々でした。第１回と第３回は女性の割合が高く、第２回のリ

サイクル工場の見学で男性の割合が高いためです。 

【年齢】60 代以上が 8割を占めています。課題となっている若い人の参加は、今年度も少

なかったのが実態です。第３回の食品ロスでは 20代の参加が２名ありました。 

男性

38人

45.8%

女性

45人

54.2%

性別

n=83

20代 2人 2.4%

30代 1人 1.2%

40代 6人 7.2%

50代

8人

9.6%

60代

35人

42.2%

70代以上

28人

33.7%

無回答 3人 3.6%
年齢

n=83



25 

【お住まいの地域】幸区が突出していますが、第１回に開催した幸市民館の自主事業と

コラボレーションした結果と考えます。第２回、第３回は全域から

の参加がありました。 

10人, 12.0％

5人, 6.0％

6人, 7.2％

11人, 13.3％

13人, 15.7％
28人, 33.7％

7人, 8.4％

1人, 1.2％

0％ 20％ 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

お住まい

n=83
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【ごみゼロカフェの感想】“よかった”（「とてもよかった」+「まあよかった」）と

評価する人が 9割以上で、各回とも好評でした。 

第１回では満足度を聞いているため、とても満足」を

「たいへんよかった」というように置き換えています。 

【今後の参加意向】“参加意向あり”(「参加したい」+「条件が合えば参加したい」)

が 9割以上で、リピートが期待できます。 

とてもよ

かった

49人

59.0%

まあよ

かった

28人

33.7%

あまりよく

なかった

3人

3.6%

無回答 3人 3.6%

ごみゼロカフェの感想

n=83

参加した

い

40人

48.2%

条件があえば

参加したい

37人

44.6%

もう参加しない

と思う

5人

6.0%

無回答 1人 1.2%

今後の「ごみゼロカフェ」への参加意向

n=83
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第１回ごみゼロカフェ×幸市民館市民自主企画事業に関するアンケート 

１．属性

２．今回の「ごみゼロカフェ」の開催は何で知りましたか？（複数回答可）

その他 記述 

役員会で 

川崎市からの連絡 

（メール） 

局長会議の資料回覧 

（川崎市環境局職員） 

10人

男性

35.7％
18人

女性

64.3％

性 別

n=28

4人, 14.3％

0人

0人

0人

4人, 14.3％
15人, 53.6％

4人, 14.3％

1人, 3.6％

0％ 20％ 40％ 60％

麻生区

多摩区

宮前区

高津区

中原区

幸区

川崎区

横浜市内

お住まい

n=28

8人, 28.6％

8人, 28.6％

7人, 25.0％

5人, 17.9％

4人, 14.3％

1人, 3.6％

0人

3人、10.7％

2人、7.1％

0％ 20％ 40％

知人から聞いて

川崎市からの連絡

チラシを見て

市政だより

市民館だより

川崎市ホームページ

川崎市のツイッター

その他

無回答

今回の「ごみゼロカフェ」の開催を知った媒体

n=28

複数回答

1人

30代

3.6％

4人

50代

14.3％

11人

60代

39.3％

12人

70代以上

42.9％

年 齢

n=28

1人, 3.6％

2人, 7.1％

1人, 3.6％

8人, 28.6％

12人, 42.9％

1人、3.6％

3人、10.7％

0％ 20％ 40％ 60％

自営業・家族従業

勤め人（フルタイム）

パート／アルバイト

専業主婦・主夫

無職

その他

無回答

職 業

n=28
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13人

参加したい

46.4％13人

条件があえば参

加したい

46.4％

1人

もう参加し

ないと思う

3.6％

1人 無回答 3.6％

今後の「ごみゼロカフェ」への参加意向

n=28

３．来年度以降も「ごみゼロカフェ」の川崎市内各地での開催を予定していますが、

今後も参加してみたいですか？（単一回答）

４．今後の「ごみゼロカフェ」で取り上げてほしい、ごみを減らすための工夫やリサ

イクルに関するテーマがあれば教えてください。

記 述 

若者が企画運営するごみゼロカフェ、参加対象は次世代の担い手を 

学校教育の中でごみの PRはやっているのでしょうか。夏休みの研究テーマで、ママさんのクラブ等でも 

なるべく必要な物だけ買い物をするようにする 

食品ロス対策（2月 18 日＠高津にも参加したいと考えています） 

分別方法について製品についているマークの意味を 

ごみについて何でも聞きたい 

ごみ どうすれば減るか！しかない 

食品ロスと組み合わせる 

省エネ 

薬の容器などが解りにくい！ 

分別作業場を見てみたい 

５．今後、よりカフェのようなくつろぎやすい会場での開催を検討しています。具体的

な会場について御提案がありましたら教えてください。

記 述 

久し振りにディスカッションでき、ボケ防止になったです

リサイクルセンター

わかりやすいお話、また、改めてごみの出し方を考えさせられました。今日は、本当にありがとう
ございました

当館で良い

"多摩区、みた・まち・カフェ
武蔵新城のグラスかわさきの「メサ・グランデ」など実店舗で実演兼ねてやってみる等" 
川崎駅（ラゾーナ広場など）

1人, 7.7％

2人, 15.4％

10人, 76.9％

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

関心のあるテーマなら

近隣で開催されれば

無回答

参加したいと思う条件

n=13
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６．講座や事業に参加された感想をお聞かせください。

コメント  コメント 

問６②「村岡先生ともう少しお話したかった」
（1.あったに○） 

 問６③「うちとけない気がしました」 
（2.できなかったに〇） 

コメント 

問６④「知っている内容」 
（1.理解できたに○） 

10人

とても満足

35.7％

14人

満足

50.0％

1人

やや不満

3.6％

0人 不満

3人

無回答

10.7％

① 今回の講座の満足度

n=28

22人あった

78.6％

2人

なかった

7.1％

4人

無回答

14.3％

② 講座に参加して、新たな気付きの有無

n=28

16人

理解で

きた

57.1％

8人

多少は理解

できた

28.6％

0人 あまり理解できなかった

0人 理解できなかった

4人 

無回答

14.3％

④ 講演内容についての理解できたか

n=28

「とても満足」と「満足」を合わせると 

8 割以上が「満足」と回答 

14人

できた

50.0％
7人

できなかった

25.0％

7人

無回答

25.0％

③ 講座に参加して、

新たな知り合いができたか

n=28

19人

役に立

つと思う

67.9％

5人

多少は役に立つ

と思う

17.9％

0人 あまり役に立たなかった

0人 役に立たなかった

4人 

無回答

14.3％

⑤ 今回の講座で扱ったテーマについて、

今後、役に立つと思うか

n=28
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コメント 

問６⑧「足が悪い」 
（2.ないに○） 

問６⑧「ゴミ出しについて住民さんに自
治会で話をしたいと思いました」
（1.あるに○）

問６⑧「ある場合もある」
（無回答）

７．次の中で、今後あればよいと思う情報はありますか。（○はいくつでも）

16人

持つこと

ができた

57.1％

8人

多少は持つことが

できた

28.6％

0人 持つことはできなかった

4人

無回答

14.3％

⑥ 今回のテーマを地域や生活上の課題とし

て認識し、問題意識を持つことができたか

n=28

11人, 39.3％

8人, 28.6％

5人, 17.9％

4人, 14.3％

4人, 14.3％

1人, 3.6％

0％ 20％ 40％ 60％

今回の学習内容を深められるセミナーやイベントの情報

当館の他の講座や事業に関する情報

市民活動やボランティアに関する情報

サークルに関する情報

自分たちで活動する際に役立つ情報

当館の講座を企画できる企画委員に関する情報

今後、あればよいと思う情報

n=28

複数回答

8人

ぜひとも参加

してみたい

28.6％

11人

興味を持ったので、

参加してみたい

39.3％

4人

多少は興味を持った

14.3％

2人

参加したいと思わない

14.3％
3人 

無回答

10.7％

⑦ 今後、市民館で企画・運営に

参加したいと思うか

n=28

14人

ある

50.0％

4人

ない

14.3％

10人

無回答

14.3％

⑧ 今後、自分で地域のことに

取り組んでみたいことがあるか

n=28
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８．その他感想や運営に関する、アイデア等がありましたら御自由にお書きください。

記 述 

コーヒーとおやつのサービス、気軽に参加できる配慮をありがとうございました。本当にありが

とうございました。

運営上の配慮を求めたい。

参加者の特性（即ち、年配の方が多いという予測に基づき、それ）に適した時間の配分や進行・参

加者との接し方など、配慮が必要でしょう。

運営に時間の制約があるのは参加者の誰しも理解している筈。しかし、時間通りの進行を優先す

る結果、グループ発表に際して、主催者が参加者に命令口調の指図をしておりました。これは頂け

ません。幾つものワークショップや会合に参加した経験がありますが、斯様な扱いは初めてです。

また、グループ発表は、時間の制限を少々緩くして差し上げられませんか。ベテランの方々は少し

時間を要するかもしれません。しかし、施策にも、今後のごみゼロカフェの運営にも寄与する貴重

な意見や、市民の懸命な姿勢を時間で、ベルを鳴らして切り捨てるのは無慈悲です。主役は参加者

であり、多くは人生の先輩です。謝意やリスペクトで接する配慮を忘れてはいけません。従って、

ごみゼロカフェは、『リラックスした雰囲気』と聞いておりましたが、正反対の運営に揉まれてし

まい、今後は「参加しない」所存です。

なお、当該市民館が企画する催しについて、個人的に有益な情報には関心あるも、同じ主催者の運

営であれば、やはり「参加しない」。

参加者の熱い想いを感じられました。自分の課で開催するセミナーの企画の参考になります。

先生のお話がとても分かり易くよかった。ワークショップをやるよりも先生の話をもっと聞きた

かった。

ごみについて意識が深められ、貴重な時間でした。ありがとうございました。

村岡さんのお話はよくわかり、気づくことも多々ありました。

専門家の方の話は納得できいいですね。

ワークショップにはもう少し時間が欲しい。

外国人にも講習して協力して欲しいです！

たとえばトランプゲーム（自宅にある子ども達が使ったもの）をして仲間を集めたりして、家にい

る人を外に出すやり方。
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第２回「ごみゼロカフェ」に関するアンケート 

～小型家電リサイクル工場見学～ 

１．属性

２. 今回の「ごみゼロカフェ」の開催は何で知りましたか？（複数回答可）

男性

20人

66.7%

女性

10人

33.3%

性 別

n=30

3人, 10.0%

3人, 10.0%

3人, 10.0%

3人, 10.0%

6人, 20.0%

7人, 23.3%

3人, 10.0%

1人, 3.3%

1人, 3.3%

0% 10% 20% 30%

麻生区

多摩区

宮前区

高津区

中原区

幸区

川崎区

その他（鎌倉市）

無回答

お住まい

n=30

40代, 2人, 6.7%

50代, 2人, 6.7%

60代

14人

46.7%

70代以上

12人

40.0%

年 齢

n=30

17人, 56.7%
5人, 16.7%

4人, 13.3%

3人, 10.0%

2人, 6.7%

0人, 0.0%

1人, 3.3%

0% 20% 40% 60%

市政だより

川崎市ホームページ

チラシを見て

川崎市からの連絡

知人から聞いて

川崎市のツイッター

その他(東京新聞）

今回の「ごみゼロカフェ」を知った媒体

n=30

複数回答
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３. 今回の「ごみゼロカフェ」はいかがでしたか。理由も併せてお書きください。(単一回答)
記 述 

希少金属が日本でもあり世界のものもあり、都市鉱山といわれていること

初めてみるものばかりで新鮮でした

めったにないから

普段見られないごみに関する工場を見学出来て良かった

初めてみたので勉強になりました

分別してごみを出しているが、注意点などよくわかりました

知らないことばかり

見学できたことがまず一番よかった

話し合いも多様性があり参考になった

実際にこの目で見たのでわかった

普段みられない物を見れた

小型家電リサイクルのリーテムの見学とお話が大変よかった

他の市・区の状況を聞けたり、様々な意見を聞けて良かった

発表があるのでいろいろ考えがあることがわかった

処理末端の様子が良く判明した

浮島処理場の施設の概要が良くわかった

いろいろな体験ができた

普段、勉強しないことをツアーを通じて学べた

プレゼンテーション（リーテム）が良かった

全体としてどう普及させるか

小型家電のリサイクル工程が見られた

時間が押してまとめの時間がとれなかった

４．来年度以降も「ごみゼロカフェ」の川崎市内各地での開催を予定していますが、今後

も参加してみたいですか？（単一回答）

５．工場見学などを通して、小型家電をリサイクルしようと思いましたか。（単一回答）

記 述 
もっと手軽にリサイクルできる場所があれば良いと思う。ス
ーパーやコンビニや駅などに回収ボックスを置いて 1 ヵ月
に 1 回とか業者さんが回収するのはどうでしょうか。区役
所とかだけだと若い人達は仕事も持っているのでわざわざ
行きにくいし、回収が決まっていても難しいと思います。
Recycleできるものは Recycleしたい
個別、個人の量は少ないが、集まれば相当の量になる

大量廃棄は倫理観を抵触するから

すでに小型家電リサイクルしています

ごみならず、宝の山として大事に生かしていきたい

データの消却ができるなら

実態がわかって意識が高まった

殆ど実行しているので引き続き実施、一家ごみ収集中

とてもよ

かった

21人

70.0%

まあよかった

8人

26.7%

あまりよく

なかった

1人

3.3%

とてもよくなかった, 0人, 0.0%

今回の「ごみゼロカフェ」の感想

n=30

5人, 45.5%

1人, 9.1%

6人, 54.5%

0% 20% 40% 60%

関心のあるテーマなら

近隣で開催されれば

無回答

参加したいと思う条件

n=11
複数回答

24人, 80.0%
6人, 20.0%

0人, 0.0%

0人, 0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

リサイクルしたいと思った

なるべくリサイクルしたいと思った

リサイクルしないと思う

リサイクルしない

今後、リサイクルをしたいか

n=30

参加したい

18人

60.0%

条件があえ

ば参加したい

11人

36.7%

もう参加し

ないと思う

1人

3.3%

今回の「ごみゼロカフェ」への参加意向

n=30
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６．今後の「ごみゼロカフェ」で取り上げてほしい、ごみを減らすための工夫やリサイクル

に関するテーマがあれば教えてください。

記 述 

リサイクル施設の見学若い方が参加できるようなごみカフェの工夫

収集率を上げるためには、ルールを守るためには、正しい分別をする

放射性物質

実際にペットボトルならペットボトルからリサイクル製品をつくる過程とか、目で見て確かめて

いくともっと実行ができると思う （百聞は一見にしかずなので）よい Studyになりました
判りやすいパンフレットの作成をお願いします

このままでは「ごみゼロ」にはなかなか難しいのでは！！

小型家電リサイクルの意識向上をどうするのか PR不足、回収方法をより改善する必要あり
退蔵ごみ（製品メーカーのお話、リサイクル事業者のお話）、見学会

プラスチックのごみ処理場を見てみたい

広く市民に知らせてほしい。小学校でごみ処理場の見学が必要

更に効率的な分別収集の改善

食品ロスの問題、食物を大切にする工夫等

生ごみのコンポスト（集団コンポスト公園など）

プラとペットボトル etcの組み合わせごみを簡単に分けて捨てる方法 etc 
①下水処理②上水処理（関係私企業の見学会）

都市鉱山によるリサイクルの普及の方法について

無包装のすすめ（メーカー、商品について）

個人個人のモラルの問題

ごみ搬出の場合、分別がいまだに徹底されていなくて、回収業者が引き取らずに残されており、分

別方法を明確にする指導が必要と思います

いろいろな施設を見て回りたい

実際に活動して残量を挙げているグループのピックアップとその活動内容の紹介

小型家電の有料化、現在、無償であり、ごみを出す人、出さない人、税金でまかなっている

７．今後、よりカフェのようなくつろぎやすい会場での開催を検討しています。具体的な

会場について御提案がありましたら教えてください。

記 述 

北部、中部、南部それぞれ集まりやすい所

市民館（ただし駅からあまり離れていないところ）、7区全ての市民館でもよい
もう少し広い場所がいいのですけれど、討論形式が良かった

中原市民館

小学校や中学校などの学校施設

ごみは永遠のテーマで、なかなか解決に至りません

ごみ減量問題は、①教育の現場でその重要性を認識させることが第一なので、小学校の生徒たち

と社会、現場の先生を交えてやったらどうか
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８．その他感想や運営に関する、アイデア等がありましたら御自由にお書きください。

記 述 

今日の様に処理施設の中でも良いのでは

平日の昼間だと若い人が来れないと思う

小型家電について話し合うことでいろいろ実現できそうなアイデアが出た。これを市の政策に生

かせたら最高！

① 地図（始めのパンフレットにのっていた）がわかっている人が書いていると思うので、始めて

の人へ地図としてわかりやすくしてもらいたい

② プラカードが小さくてわかりづらかった。

③ 案内役の人がポイントに立って誘導してもらいたかった。

④ 始めてのリサイクル見学と学習に来れて、とても勉強になりました。ありがとうございました

今回のテーマ「小型家電リサイクル」は、あまり詳しくはなかったように思いました

より多くの方に参加していただくにはどうすればよいか

グループワークはなかなか大変でした。30～40代をターゲットにやってみてください
小型家電の回収場を増やす

もっと広報をやってほしい。市政だよりで妻から聞くまで知らなかった

参加可否の連絡はもっと早く連絡してほしい

いろいろな人に会えたこと、話ができたこと、知らない人達が一つのテーマで集えることは良か

ったと思う

様々な年代の方が参加できるとよい

①集合場所に行くのが困難であった

②担当の職員の方々お疲れ様でした

小型家電の回収 Boxの設置の PR（行政もメーカーの責任に於いても）？
食品工場など、食品に関する食べ物の作り方、捨てる場合の方法

小型家電の回収に関するレアメタルが日本は算出が少ないのは何か原因か、地質検査を充実させ

て算出を促す

若い世代へどう広報して実行してもらうか

例えば、携帯、パソコンを例にとれば、メーカーが責任をもって販売から回収までを義務付けるこ

とが一番重要なのではないか。それは、法律化する以前にメーカーの良心として実行すべきだと

考える

集合場所の違いと案内の仕方が足りなかった点に考慮を要す

バス乗車の際、スタッフ席の表示なし、ほぼ全員席についてからどかされた

10時出発が 10時 6分発になった（ただし書きがない）遅れた二人、市職員の関係者？
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平成 29 年度第３回ごみゼロカフェ（食品ロス）に関するアンケート 

１．属性

２．今回の「ごみゼロカフェ」の開催は何で知りましたか？（複数回答可）

男性

8人

32.0%

女性

17人

68.0%

性 別

n=25

その他 記述 

消費生活モニターNo.2 
友人からの誘い

宮前市民館

20代

2人

8.0% 40代

4人

16.0%

50代

2人

8.0%

60代

10人

40.0%

70代以上

4人

16.0%

無回答

3人

12.0%

年 齢

n=25

11人, 44.0%

8人, 32.0%

2人, 8.0%

2人, 8.0%

1人, 4.0%

1人, 4.0%

0人, 0.0%

0人, 0.0%

0人, 0.0%

3人, 12.0%

0人, 0.0%

0% 20% 40% 60%

チラシを見て

知人から聞いて

市政だより

環境局からの連絡

新聞

川崎市イベントアプリ

川崎市ホームページ

川崎市のツイッター

高津区役所からの連絡

その他

無回答

今回の「ごみゼロカフェ」を知った媒体

n=25

複数回答

8人, 32.0%

6人, 24.0%

3人, 12.0%

3人, 12.0%

3人, 12.0%

2人, 8.0%

0人, 0.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

高津区

幸区

麻生区

宮前区

中原区

多摩区

川崎区

お住まい

n=25
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３． 今回の「ごみゼロカフェ」はいかがでしたか。理由も併せてお書きください。

(単一回答)

記 述 

色々な情報を得られた事

講演では、食品の生産から流通、廃棄にいたるまでのことがわかった。

講演もわかりやすかった。ワークショップはどのテーブルも良かった。

ごみを減らす工夫がとても大切なことがよくわかった。

時間配分がくるった。

情報が多くて若い人は迷っているのではないかと思います。川崎市の方からも情報発信して欲しい。

食品廃棄の理由の①②が思い当たる。消費期限と作り過ぎ、家庭での実用。

食品ロスの結果、世界事情、業界事情、全体像が良く分かった。

食品ロスの原因対策等、よくわかりました。

知らないことを知ることができた。世界の状況も知り、自分のこととして考えることができた。

先生のお話がまさに Globalでとても勉強になりました。もっと小さな規模での話かと思っていたので、
いい意味で裏切られました。

先生のお話とても良かったです。

先生の味覚の教育の話を子ども（娘達）にも伝えたい。

地域で活動中の方々のお話が面白かった。

老若男女、他世代が集まって様々な意見が聞けました。先生のお話がとても面白かったです。

ワークショップが楽しかった。講義もとてもわかりやすかった。

若い人も参加されていたのが良かった。

とてもよかった

18人

72.0%

まあよかった

6人

24.0%

あまりよくなかった 0人 0.0%

とてもよくなかった 0人 0.0%

無回答, 1人, 4.0%

今回の「ごみゼロカフェ」の感想

n=25
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４．来年度以降も「ごみゼロカフェ」の川崎市内各地での開催を予定していますが、今

後も参加してみたいですか？（単一回答）

５．今後の「ごみゼロカフェ」で取り上げてほしい、ごみを減らすための工夫やリサイ

クルに関するテーマがあれば教えてください。

記 述 

買いすぎず、物を大切に（not食物）学用品、衣類、おもちゃ等、農産物の不ぞろい品も商品化の強化
家庭ごみを減らす具体的な実践方法

川崎市のごみ分別の家庭への教育方法、若者へのごみ分別の徹底

事業系ごみや食べきり協力店を増やす。

実践例があればたくさん具体的に知りたい。

食品トレイや牛乳パックについての質問があったが、こうしたリサイクルについての学習会や見学会

粗大ごみ（リサイクル可能なもの）など

ダンボールコンポスト 実際に見たりさわったり

地域のごみ収集場所が最近きれいになりましたが、まだまだカラスに散らかされています。

毎日のごみ出しのために、各家庭で工夫していることについて、このようにすると分別が容易です。

7人, 53.8%

4人, 30.8%

5人, 38.5%

0% 20% 40% 60% 80%

関心のあるテーマなら

近隣で開催されれば

無回答

参加したいと思う条件

n=13

複数回答

参加したい

9人

36.0%

条件があえば

参加したい

13人

52.0%

もう参加しないと思う 0人 0.0%

無回答

3人

12.0%

今回の「ごみゼロカフェ」への参加意向

n=25
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６．今後、よりカフェのようなくつろぎやすい会場での開催を検討しています。具体的

な会場について御提案がありましたら教えてください。

７．その他感想や運営に関する、アイデア等がありましたら御自由にお書きください。

記 述 

3010 運動ももっと浸透していけばと思います。とても楽しかったです。ありがとうございました。 

親子、祖父母と孫が集まってごみゼロカフェを！ 

後期高齢者のエネルギーを使って活性化のためにごみゼロカフェの普及員として採用してください。 

子どもへの教育、授業に力を入れる。分別アプリの活用推進（時代にあったスマホの利用） 

この様な取組は、大きく参加して欲しい。今回参加した人に次回も連絡もらえるのかしら？ 

参加者がイベントの広報に参加できるように意識の高い方、ある方、人材を生かす。 

実践あるのみ 

食育、こども参加型 

"先日テレビで（都内）夕方登録された店からメールラインで残りそうな商品（パンやレストラン、ケ

ーキ屋等）を何時～何時まで、先着何名様で値下げして売っているのを見ました。これは、行政と町、

住人が力を合わせる技だと思いました。⇒売れ残りをなくす・廃棄をしない 

バーチャルウォーターの話は興味深かった。 

専門家による講演はとても良かったです。質問タイムはもっととってください。 

食べきり協力店巡り。リユースカップは良かったが、市民館なので湯のみ茶碗があるので、そういうも

のを活用した方が良かったのでは？リユースカップの説明があるとよかった。マイカップの持参など

あってもよかったのでは？ 

テーブル席は運営側が年代、性別でわけるようにする。 

生ごみも近くの仲間と集めて堆肥として近くの農家に利用していただく。 

3010 運動ももっと浸透していけばと思います。とても楽しかったです。ありがとうございました。 

記 述 

今日の会場で OK！
エポックなかはら

年に何回か関心のある人が集まる場がほしい。

小黒恵子童謡記念館、メサグランデ、渋谷農園、地産地商カフェなどを利用

中原市民館、とどろきミュージアム（に会場があったような）

今回のように駅に近いと来やすい。

市内の真ん中でやってほしい。

若い世代への啓発もこめて、学校、PTA等の共催での開催はどうでしょう。
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ごみゼロカフェＮＥＷＳ第１号
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ごみゼロカフェＮＥＷＳ第２号



43 



44 

ごみゼロカフェＮＥＷＳ第３号
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３. 参加者の意見から見たごみゼロカフェの実践と課題（意見の整理） 

参加者の意見から、ごみゼロカフェのテーマ、開催形態、運営方法に関して課題・問題

点を整理しました。 

（１）「ごみゼロカフェ」のテーマ 

①専門家の話を聞く、現場を見ることの大切さ 

今年度は専門分野の方の講演を聞き、ごみ処理の現場を見学しましたが、参加者の皆さ

まは本当に熱心でいらっしゃいました。ワークショップでも、講演・見学に触発された意

見が様々に出され、ネガティブな指摘は見受けられませんでした。 

②期待されているテーマ 

(第１回ごみゼロカフェ) 「分別方法について製品についているマークの意味を」「ご

みについて何でも聞きたい」・「省エネ」 

(第２回ごみゼロカフェ)「プラスチックのごみ処理場を見てみたい」「いろいろな施設

を見て回りたい」・「生ごみのコンポスト」・「放射性物質」 

(第３回ごみゼロカフェ) 「家庭ごみを減らす具体的な実践方法」「実践例があればた

くさん具体的に知りたい」・「ダンボールコンポスト 実際に見たりさわったり」 

この他、市民に向けた情報発信の工夫や、環境問題、意識啓発や不適正排出に関する意

見がありました。 

（２）「ごみゼロカフェ」の参加者 

①参加者の裾野を広げる 

ごみゼロカフェへの参加を求める声は若者に向けられがちですが、第３回では、20代

の２名の方も活発に意見交換し、積極的に発表していました。 

参加者については、特定の年代だけではなく、ごみのことについて関心の低い人たちの

参加も促し、ごみのことついて理解を求めていくべきです。 

参加者の裾野を広げる為には、テーマ・開催方法・情報伝達など、さらに検討していく

ことが必要です。 

②テーマによる参加者の地域性 

第２回の工場見学では、市内各地域から参加いただいたものの、第１回は南部（幸

区）、第３回は中部（高津区）の、開催エリア周辺からの参加が中心となる傾向でし

た。高齢の参加者が多いことから、交通の利便を考慮しつつ、開催の少ない地域への進

出なども探るべき課題かもしれません。 
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（２）「ごみゼロカフェ」の運営 

①開催方法に伴うワークショップのあり方 

昨年度の総括を踏まえた年度当初、ワークショップは「ワールドカフェ方式」の踏襲を

考えていましたが、講演・工場見学の進行や事情を優先した結果、コンパクトなワークシ

ョップスタイルとしました。これについて、参加者からは、「もっと講師の話を聞きたか

った」「講師と話をしたかった」とともに、「話し合いがとてもよかった」「時間が足り

ない」など、好評ゆえの嬉しいジレンマと言える意見が寄せられました。 

参加者の次回ごみゼロカフェに対する期待に応えられるような時間配分の検討、試行錯

誤を繰り返すことを期待します。 

②ごみゼロカフェ開催に伴う市民活動団体との連携 

 第１回ごみゼロカフェでは、「もっと知りたい“ごみ”のこと！『川崎の“ごみ”世

界の“ごみ”』」をテーマに幸市民館市民自主企画事業と共同で開催しましたが、ワーク

ショップでは昨年に同じ意見が多く見られ、平成 28 年度に意見を集約した“エコ暮ら

し”の要点を再確認出来ました。今後は、“エコ暮らし”をさらに啓発してゆく為にも、

子どもたちなど、異なるターゲットで試みるのが面白いでしょう。 

また、どこの団体が何を目的として開催しているのかが伝わりづらかった為か、戸惑っ

ている参加者も見受けられました。従って、２年目のごみゼロカフェらしく、もっと踏み

込んだ意見交換を行い、市民の様々な声を聴けるような運営が望ましかったのではないの

でしょうか。 

③参加者の視点に立つ細かな配慮が求められる一面も 

第２回のリサイクル工場見学において、ツアーバスの「集合場所がわかりにくい」「案

内のしかたがよくなかった」などが指摘され、参加者の視点に立った事前調査を行うな

ど、運営委員会で確認し合いました。 
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Ⅳ. 平成 29年度「ごみゼロカフェ」の結果を踏まえた市への提案 

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

平成 29 年度のごみゼロカフェは、第 1回ごみゼロカフェ運営委員会で年間のテー

マ、開催方法、進め方について検討しました。第 1回、第 2回のごみゼロカフェ開催結

果を踏まえて、第 2回ごみゼロカフェ運営委員会で課題、今後の方向を検討し、第 3回

ごみゼロカフェ運営委員会で今後の運営について確認をしました。 

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

コミュニケーションの充実と情報発信の工夫を 

環境問題やごみのことに関心が高く、ごみの減量や、ごみの適切な分け出しに日々取り

組んでいる方たちもワークショップに参加していただきましたが、“即効性”のある方策

を見出すことは難しかったです。根本的な意識啓発を地道に継続していくことが最良だか

らかもしれません。その為には、市民と市がお互いに取組を進め、相互に啓発し合ってい

くことが必要と考えます。ごみゼロカフェ参加者の意見から＜見える化＞＜インセンティ

ブ＞を今年度のキーワードとして、意識啓発を考えました。 

１. 知らなければ始まらない ＜見える化＞がキーワード 

（１）市民の「知りたい」⇔行政の「知らせる・知らせた」のギャップの縮小を 

・第 2回ごみゼロカフェ(小型家電リサイクル)では、「回収ボックスがどこにあるのかわ

からない」「機器の中に残っている個人情報の流出の心配があるため、リサイクルに出

すのをためらってしまう」など、市が発信している情報であっても行き届いていなかっ

たり、市民の不安を解消できていないがための意見がありました。これは、行政の「知

らせた」と、市民の「知りたい」の隔たりを如実に示す一例です。 

・＜見える化＞とは「コミュニケーションの充実と情報発信の工夫」です。情報伝達の各

種媒体(ホームページ・３Ｒニュース・ごみ分別アプリ・ごみの出し方分け方冊子・チラ

シ類・ＳＮＳなど)における情報の扱い方、発信のタイミング、内容などの創意工夫が必

要です。ごみゼロカフェで市民による意見交換も必要と考えます。 

（２）ごみゼロカフェ News の発行と工夫 

・今年度は 3回のごみゼロカフェごとに、ごみゼロカフェ News を発行しました。ごみゼロ

カフェの内容を広く市民に伝えるため、手に取りやすく、市民の「知りたい」・市民に

「知らせたい」内容を、適度な情報量とバランスで盛り込むよう図っています。 

・一方、昨年度末に発行した平成 28 年度ごみゼロカフェ News の総括的な内容は、平成 29

年度ごみゼロカフェ活動報告書にまとめる形としましたが、次年度には、発行の時期、

内容を含めた総合的な刷新をするなど、効果的な市民への広報を検討するべきです。
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委員の意見 

第２回ごみゼロカフェ ワークショップテーマ； 小型家電 

● 以下の５項目の＜見える化＞を充実する事に因り、市民個々人のモチベーションに働きかけ

る 

 ＜インセンティブ＞が期待出来ると考える。 

１）リサイクルのメリットを丁寧に伝える。 

＊１ 東京都板橋区役所＞//拠点回収（使用済小型家電）のページより引用 

    『使用済小型家電を適切にリサイクルすると次のようなメリットがあります。 

     １．貴金属・レアメタルなどの金属が国内で回収されて再資源化されます。 

     ２．使用済小型家電に含まれる有害物質（鉛など）が適正に処理されます。 

     ３．廃棄物の量が削減され、ごみの埋立地である最終処分場の延命化につながります。』 

⇒有用金属も列挙するのが望ましい。携帯電話と使用する金属の写真や図解なども分かりや

すい。 

２）品目を具体的に明示し、掘り起こしを図る。 

＊２ 神奈川県藤沢市役所＞//小型家電リサイクル法のページより引用 

    『〇回収対象品目（対象品目例） 

      電動工具・電子秤・小型加湿器・電気マッサージ器・電子楽器  ・・・』 

⇒携帯電話やデジカメ、ゲーム機など、誰にでも分かりやすい品目 以外を示すこと。 

３）懸念される個人情報については、誠実な説明を添える。 

＊３ 神奈川県横浜市役所＞//小型家電リサイクルのページより引用 

    『個人情報について 

    ◆回収した小型家電は、環境大臣及び経済産業大臣により認定された事業者がリサイクルを行います。 

また、事業者では横浜市個人保護条例その他関連法令等を順守することを誓約しています。 

    ◆携帯電話・PHS（スマートフォンを除く）については、 

専用の携帯電話破壊機械を用いて横浜市が破壊してから、売却契約の相手方に引渡しを行います。』 

４）協力しやすい工夫 ・・・回収ボックスの設置場所 

＊４ 神奈川県横浜市役所＞//小型家電リサイクルのページより引用 

  『〇店頭回収   総合スーパー「イオン」「イトーヨーカドー」「アピタ」の協力のもと、 

  市内のイオン４店舗、イトーヨーカドー３店舗、アピタ１店舗で、小型家電を回収しています。』 

＊５ 神奈川県相模原市役所＞//使用済小型家電リサイクル事業のページより引用 

  『協力事業者 

  青山学院大学・相模女子大学（学生専用回収ボックスの設置） …等々』 

⇒川崎市も事業者との協定を締結し、市民が利用しやすい拠点を増やして頂きたい。 

＊６ 埼玉県さいたま市役所＞//小型家電を回収しています！のページより引用 

  『10 月の「３R推進月間」に合わせ、イベントに小型家電をお持ちの方と「ごみ分別アプリ」をダウンロードしていただいた方に

「大きなレジかごクーラーバッグ」をプレゼント』 

⇒イベントは意識啓発しやすい場でもある。積極的な展開を期待する。 

５）成果・実績を見える化し、モチベーションアップ。 

＊７ 神奈川県横須賀市役所＞//使用済み小型家電のページから引用 

  『使用済小型家電の回収実績』 

  ２５年度（１月～３月）から２９年度（４月～８月）までの時系列で、 

  携帯電話等/高品位小型家電/その他小型家電/電気コード類/合計 の分類区分で 

  携帯電話等は回収個数と重量、それ以外の分類は重量を明記 

ここで紹介した自治体に対して、川崎市の小型家電に関する情報は、“言葉足らず”の感。 

また、これらのベーシックな情報は、ホームページ上の掲載が望ましく、同時に「３Ｒニュー

ス」でも、定期的に発信し続けるなど、複層的な工夫が求められる。 
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２. どうしたら取り組もうと思うのか(意識醸成) ＜インセンティブ＞がキーワード 

（１）ごみのことに熱心な人と関心の低い人の温度差をなくすには 

・家庭系ごみの減量化・資源化施策を広く市民に伝搬させていくためには、多方面の市民

に向けた＜インセンティブ＞が必要ではないでしょうか。 

・＜インセンティブ＞とは、＜見える化＞により作用し、市民個々人のモチベーションに

働きかける刺激の意と、市民と事業者に喜ばしく、同時に行政にも恩恵ある報奨の意

の、二つの概念を定義します。 

・市は、環境功労者の表彰制度等を活用して、ごみ減量に向けて熱心に活動する市民に敬

意を表し、その旨を公開することで市民の＜インセンティブ＞を刺激することが必要と

考えます。 

・関心の低い人たちには、とにかく興味を持ってもらうこと、知ってもらうことが必要で

す。そのためには的確な情報が届くよう、広報に力を入れること。また、他自治体の事

例に見られるように、市民個々人のモチベ―ションに働きかける取組などを検討してい

くことが求められます。 

・市の取組が「伝わる」こと。第２回ごみゼロカフェの意見交換により＜見える化＞さ

れ、「家に眠っている携帯電話を回収に出そうと思った」と、参加者の動機付けに繋が

りました。 

（２）期待したい、市の率先行動 

・今年度、生活環境部若手職員の政策提言で『「食品ロス対策」をテーマに「模擬ごみゼ

ロカフェ」を開催し、「効果的なごみゼロカフェの運営方法と減量政策について」が報

告されました。この取組は評価出来ます。提言は次年度以降にごみゼロカフェでの試行

を期待します。特に、環境局生活環境部各課職員がごみゼロカフェに参加することで、

減量推進課だけでは扱いづらかったテーマに向き合う可能性が開けます。また、その時

には職員も市民と同じテーブルについて意見交換し、市民感覚を肌で感じて欲しいで

す。 

・一般廃棄物処理基本計画第２期行動計画では「市庁舎等におけるごみ減量化運動の推

進」があります。このような率先的行動を、市民にとっての＜インセンティブ＞となる

よう取組を進めるべきです。 

・市の職員による率先的行動は、いろいろな方への訴求力を持っていると思いますので、

庁内外にできるだけ情報発信し、より多くの職員が参加されるようになるとよいと考え

ます。  
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委員の意見 

ごみゼロカフェ各回に必ず挙がり、市民の要望が高い＜意識啓発＞＜不適正排出＞に関し、他

の自治体の取り組みを参考に、施策に向けたポイントを考えてみた。 なお、いずれも、市民と事

業者に喜ばしく、同時に行政にも恩恵ある＜インセンティブ＞が効用を果たす例である。 

＜意識啓発＞ 

① 「若者」を対象とする意見は多く、自分も「若者ごみゼロカフェ」の開催は望んでいる。一方、 

 ②「若者」「親子」等、属性で細分化した特定層ではなく、「全市」「市民みんな」が対象かつ主役

という観点・手法もあるのでは。 そして、「みな」が相互に啓発し、啓発される ⇒ それがス

タンダードに （⇒ 全国へ） といった広がりを期待。 以下に、②の取り組み例を示す。 
＊９ 八王子市役所 完食応援キャンペーン →食べきりでグッズプレゼント 

⇒ 「おいしい食べきり」運動に伴い、各地の自治体で増加傾向。拡大を目指したい取り組み。 

＊10 八王子市役所 「さらなるレジ袋削減をめざして」「不要なレジ袋は受け取らない」 …等々 

→ 「利用促進月間」は、協力加盟店でエコポイントを多めに付与。店舗オリジナル品プレゼントも 

⇒ 比較的取り組みやすいレジ袋辞退、マイバッグ持参を日常的に呼びかけ、定期的に「利

用促進月間」を設定。繰り返し、そして継続することの重要性を示す取り組み。 
＊11 熊本県水俣市役所＞//みなまたでへらそう通信No.11 から引用 

    「フラワースタンプでエコでお得なお買い物ができますよ！」 

・レジ袋を断ると、フラワーポイント１ポイントプレゼント 

・満点で５００円のお買い物券に！/指定の金融機関で貯金もできちゃいます。 

・子ども応援チケットも付いています！（カードが満点になり、 

お店でお買い物券として使用後にチケットを切ってもらい、 

ＰＴＡに寄付すると、１枚１０円の教育助成金になります。） 

⇒ 「貯金」という文字通りの報奨金は市民には『嬉しい』であろう。また、加盟店は、「まちの修

理屋さん」など地域に根差した商店街の店舗で構成されているようで、地域振興の性質も

併せ持つ印象。「子ども応援」は、次世代の環境教育に結び付くとも考えられる。地域コミ

ュニティに多面的に寄与する着想が特筆に値する取り組み。 

環境のことはいくら一生懸命やってもこの 20 年間一度も表彰を受けたことがなかった。 

熱心にやっている人としていない人の温度差が大きいと感じる。熱心にやっている人に

加え、一般の方を交えてワークショップができると良いと感じる。活動している市民と一

般市民がつながるステップアップした取組をやってもらいたい 

他都市の事例の中には、すでに川崎として取り組んでいるものも結構ある。食品ロスの意

識啓発で商店街のイベントがある時にスマホで食べきった証拠写真を撮り、減量推進課に

持っていくと景品をもらえるというものにラゾーナや多摩区の商店街等が参加している。

そのような事がもっと広がっていくと良い。 

職員さんも、市民の視点で自ら行動し、その成果を広報して下さい。市民からの好感度もアップ。 

   ・小型家電 …回収に協力した種類、個数はどのくらいに 

   ・エコ暮らし …ダイエットチェックシートにチャレンジを 

   ・食品ロス …市区役所やその他の関連施設食堂は食べきりを当たり前に 

            ご家庭で生ごみリサイクルも試してみては 

            賞味期限が迫った災害備蓄品はフードバンクに供出していますよね   等々 

⇒成果を部局単位で競争してもいいですね。 

市民の視点と、行政の視点を併せ持つ職員さんが取り組むから、様々な意義があります。 
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委員の意見 

第３回ごみゼロカフェ ワークショップテーマ； 食品ロス 

１）家庭で出来る、食品ロスを減らす取組 

 ・無駄な買い物をしない/使いきる・食べきる/やむを得ず廃棄する時は、水切りを 

 ・消費期限と賞味期限の違いを正しく理解 

 ・外食では、食べきれる量の注文、提供に応じてくれるお店で 

⇒ 他の自治体を見ても、これが最大公約数と言えよう。この路線をゆく川崎市はこの呼び掛けを

継続して良いのではないか。 

２）フードドライブ、イベント(ゲームやテスト形式で意識啓発を図る) などに取組む自治体も増えつ

つある。 

３）「食べきり協力店」 

⇒ 今年度、川崎市では急増した。地道な声掛けの結果であり、評価出来る。また、これにより、多

くの「協力店」が、取組を啓発する強力な媒体になり得ると考えられ、更なる拡大を期待する。 

平成２８年度から総じても、ごみの資源化・減量化に、即効性があり直接的な手立てを見出すのは

非常に難しかった。従って、根本的な意識啓発を続けるのが最良と考えることから、やはり、情報

発信の工夫・コミュニケーションの充実を今年度の提案としたい。 

０）川崎ごみゼロアイデンティティを展開して/市のスタンスも伝えるよう 

 → 先ずはその旗印となる、覚えやすく、趣旨が明確なキャッチフレーズが欲しい 

１）市からの各種情報の媒体や伝え方、タイミングの工夫を 

 → 市民の「知りたい」ニーズとのギャップを縮小出来るような 

２）ごみゼロサポーター制度は相互啓発に効果あり 

 ・行政職員さんも、率先して「ごみゼロ」に取り組んでサポーターに 

 ・優良コミュニティ(地域・職場・学校など)を認定 

 ・“エコ”な事業者さんも 

 → 多くの人たちが取組めば、それは大きな啓発力・発信力になり、どんどんアップ 

・減量指導員さんの補完的な活動が出来るのでは 

 ・「食べきり協力店」へのファーストコンタクトも担えると思う 

３）ごみゼロカフェを進化させる 

 → 市民と市とのコミュニケーションの中核として 
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平成２９年度「ごみゼロカフェ」運営評価 

【課題】       

１．行政からのレスポンス、リアクションを求めたい 

 ～ 参加者＝市民の意見が市に届いたのか、どのような施策に反映されたのか、どのように実施

されるのか、などが見えにくい。市民にとっては最大の＜インセンティブ＞でもあり、広報に留まら

ない、行政の肉声を感じ取れるような、具体的な発信を切に願う。 

２．多様な主体の参加を促すには 

 ～ 次世代の担い手たち …より興味を持って参加してもらえるよう、リスペクトを込めて、彼らの

意見も当然、施策に反映を。例えば； 

   小学生：エコ暮らし …ごみゼロカフェで計４回開催した。次回はターゲットを変えて。 

中学生：地域の美化 …地域防災の担い手としても期待されている彼らだからこそ。 

高校生：食品ロスなど …難しいテーマにチャレンジも。 

   大学生：(インターンシップ制度の利用で)ごみゼロカフェの運営も可能では。 

                                    ・行政職員を志望する若者は是非 

～ 但し、多くを占める“ベテラン層”には今後も繰り返し参加頂き、ごみゼロカフェを牽引すると同

時に、様々なアイデアや取組・活動の発信を大いに期待したい。 

３．市民の意見 ⇒ 届け方/橋渡し役の在り方 ⇒ 行政へ・施策化へ 

～ リクルートの難しさなどから、その役割を付加する特定の者を探し、委ねるのではなく、運営に

携わる者(市民・行政職員)が全体で練り上げる形が良いのではないか。(なお、現在は市民運営委

員が纏めや方向性などを提示し、行政運営委員がこれを図る進め方で、概ね良好であった。) 

～ 但し、意欲を持ち参加するからには、その位置づけや参画出来るジョブの範囲などを明確にし

なければならない。 

～ 行政職員は極力、ワークショップの席に入って欲しい。 

～ ワークショップでは、早計に施策に導くのではなく、市民の意見を聞くことにウェイトを置く方が

良いのではないか。その場合、運営側が別途、施策検討の時間を持つ運びとなるが。 

～ 行政運営委員のアイデアであるテーマ毎のプロジェクトも一興である。一方、年間を通した市

民からの総評が得られない場合もあり得る。市民の視点で見た成果・課題は重要であり、それを次

年度に繋げてゆく為にも、年間を見渡す市民を盛り込んで頂きたいのだが。 

【要望】       

意識啓発・不適正排出といった市民のフラストレーションの高い問題、食品ロスや高齢化社会に於

けるごみ出し、大規模災害時の対応など向き合うべき課題を繰り返し挙げるが、「ごみゼロカフェ」

の進化を図る為にも、行政の部課局を超えた合同開催、並びに、事業者とのコラボレーションを望

みます。この二年間でその素地は整ったと評価しています。 
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３. 繰り返し指摘される問題・課題への対応 

（１）情報発信・意識啓発 

・市政だよりなどの主要媒体を通じた情報発信の工夫、充実も必要と考えますが、市民と

の接触が多い「食べきり協力店1」を活用した情報発信も有効と考えます。 

（２）不適正排出など 

・「ルールを守らない、守れない」という不適正排出を放置しておくことは、ごみの減量

化・資源化に向けた行動を積極的にしようとしている人たちの意識を阻害する要因にも

なりかねません。 

・法的な措置、モデル地区の設定、頑張る地域の応援など、＜見える化＞と＜インセンテ

ィブ＞の発想で、より効果的な方策を期待しています。 

委員の意見 

第１回ごみゼロカフェ ワークショップテーマ； エコ暮らし 

テーマに関する意見が最多ではあるものの、「雑紙、容器包装の分け方・出し方」といったご

み出し相談のような内容が今回も見られた事を受け、「３R ニュース」で発信する情報種類、啓

発紙面のアイデアなどを、他の自治体の例から考えてみた。 
 ＊８ 東京都八王子市役所＞//情報誌・啓発紙＞リサイクルタウン八王子＞バックナンバーから引用 

Vol.34(平成 23 年 3月 15 日発行)「～プラスチックの疑問にお答えします～」 

         「プラマークはどんなところについているの？」 

         「容器などの汚れは、どこまで落としたらいいの？」 

⇒市民が求める小さな意見や疑問を掬い上げ、真摯に応える事で協力が促進されると考える。 

Vol.27(平成 19 年９月 15 日発行) 「ペットボトルと一緒に刃物や注射針が！」 

Vol.33(平成 22 年 12月 15日発行)「『プラスチック』にこのようなものを入れては困ります」 

                      「危険な物は絶対に入れないでください！」 

Vol.28（平成 20 年 3月 15 日発行) 「これが全部ごみ？」「『もっないない』と思いませんか？」 

                      「不燃ごみの中にまだまだ使える物があります。」 

⇒ネガティブな行動に対しては、毅然と注意を発し、行政のスタンスを明示する事が意識啓発

に繋がると考える。 

川崎市の『ごみゼロ』アイデンティティを確立し、意識啓発を展開してゆくべき。 

＜不適正排出＞ 

＊12 八王子市役所＞//集合住宅ごみ等優良排出管理認定制度 

 ①不適正排出の代表格とされがちな集合住宅の『「出し方ルール・集積所維持管理」が適正な集

積所を、模範となる集積所として認定する』取り組みは一定の効果が期待出来よう。 

 ②繁華街周辺など、汚れがちなエリアや、ごみ減量指導員さんが熱心に活動する集積所の認定

も一つでは。これにより、認定されない集積所を重点的に見回るなど、課題や対策の絞り込み

も。 

1 小盛りメニューの提供や、「おいしく残さず食べきること」を利用者に呼びかけるなど、食べ残しを減らす取組を実

施しているお店
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Ⅴ. 次年度以降の「ごみゼロカフェ」に向けて 

最後に、平成 30 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。 

１.開催形式 

（１）ワークショップの手法

・講演・工場見学の催しを優先させる事情から簡単なワークショップになりましたが、参

加者の意見交換も円滑であり、状況に応じて柔軟に対応出来るモデルが確立されたと考

えます。 

・従って、講演者を交えて課題を深く考える・市民の意見を様々な観点から聞き取りまと

めるようなテーマの会では、ワールドカフェ方式で進めるといった、二つの手法を使い

分けていくことが出来ます。 

・生活環境部若手職員の政策提言で試行されたゲーム感覚のカード形式も、ごみゼロカフ

ェでの実践を提案します。 

（２）多様な開催方法 

・「講演」「工場見学」のいずれも大好評で、今後は定着を図るべきと考えます。 

・この他に、市民から寄せられた意見と、期待出来るその効果などを考えてみると、 

 「ゲーム」…子どもや若者、親子、家族といった層に向けた周知広報啓発 

 「勉強会」…テーマを掘り下げ・難しい課題の問題共有など(食品ロス等) 

 「フィールドワーク」…周囲に対する意識啓発 

 「イベント」…不特定多数の意見の聴取、双方向コミュニケーションの機会 など、 

 可能性は尽きないです。 

２.主体・参加者・ターゲット 

（１）参加経験者のリピート促進 

・アンケートでは、昨年度に同じく、次回への参加意向を示す参加者が９割以上でした。 

・今年度の参加者あるいはこれまでの参加者に可能な範囲でお声がけするなど、次年度以

降の開催の案内を呼び掛ける一方、生活や活動のコミュニティでごみゼロカフェをＰＲ

する発信力も期待したいところです。 
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（２）「ごみゼロカフェ」を知らない市民や、参加未経験者へ新規参加を促す 

・ごみゼロカフェは、世代間交流の場としても非常に有意義であると考えます。市教育委

員会や教育現場との連携を図ることで、ごみの減量化・資源化に長年携ってきた市民の

手法や取組を、次世代の担い手に伝えていく機会が持てるでしょう。 

・第３回ごみゼロカフェの 20代参加者の参加経緯は知人の紹介とのことでした。「(これ

らの情報を)ＳＮＳやツイッターで入手している」「公務員志望の学生に声をかければ

かなりの参加が見込めるのではないか」など、ごみゼロカフェに寄与する意見・提案を

いただきました。新たな媒体による発信を、若者とともに考えていきましょう。 

・ごみの減量に関心のない人たち、様々な問題を知らない人たちにもアピールすることが

必要です。正解を導くことが出来ない難問であるために、ごみゼロカフェで取り組むべ

きテーマと考えます。 

（３）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、第１回と第３回は「チラシを見て」と

「知人から聞いて」が多く、第２回（工場見学）は「市政だより」の割合が極めて高い

という結果でした。しかし、３回とも参加定員をほぼ満たしており、いずれの媒体も一

定の効果が測れました。今後も開催を重ねる過程で傾向を分析し、見る人の関心を引く

内容を工夫していくべきです。また、今後の有効な媒体であるＳＮＳも含め、各年代に

働きかける必要があります。 

・市民活動団体などを通じた募集や、商店街のお祭りや子育て世代を対象としたイベント

との連携など、タイアップする形で発信の経路を広げるのも一つと考えます。ただし、

ごみゼロカフェを市民活動団体と共同開催する場合には、お互いの活動への相乗効果を

生み出すため、事前に十分協議を行うべきです。 

３.今後のテーマ 

・参加者からは「より詳しく・より具体的に知りたい」「いろいろな施設をみてみたい」

という積極的な意見が挙がり、ごみゼロカフェに参加することが、更なる啓発に結び付

いたと言えます。一般廃棄物処理基本計画第２期行動計画の重点施策でもある「食品ロ

ス」を、第３回ごみゼロカフェとは異なる切り口から意見交換したり、容器包装や資源

物、食品廃棄物のリサイクル工場を見学したりするなど、創意工夫をした開催を期待し

ます。 

・ごみゼロカフェは、「ごみの減量化・資源化」に係るテーマについて意見交換をするこ

とを目的に開催しているため、「不適正排出」や「大規模災害時の対応」「高齢化社会

に向けた取組」といったテーマをメインに取り扱うことはできません。しかし、市民か

ら繰り返し問題として挙がっており、行政の専門的な知見も求められる為、部課局を超

えた情報交換、意識の共有を図る必要があると考えます。また、事業者との交流は、相

互の理解を深めますので、検討が必要と考えます。 

・平成 28年度から２年を経てごみゼロカフェは、熱心な参加者に支えられ、運営委員もア
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イデアを寄せ合い、次年度からの新しい試みにチャレンジ出来る素地は整いました。ダ

イレクトに「施策を考える」目的で市民の参加を呼び掛けてみても良いと考えます。 

・日本にお住いの外国の方もごみゼロカフェを訪れて、『ごみの出し方』の難しい点など

について意見を出し合い、考えていくなど、参加の幅を広げていく検討も必要です。 

４.運営方法 

（１）運営のあり方 

・ごみゼロカフェを開始して２年間、参加者の意見はごみゼロカフェ運営委員会活動

報告書に組み込み、意見集約を行っています。また、ごみゼロカフェについては、

市の原案をごみゼロカフェ運営委員会において連絡調整し、運営及び開催をしてき

ました。ごみゼロカフェの立ち上がりに関われ、運営委員としては概ね満足してい

ますが、企画立案により関わりたいとも感じました。 

・ごみゼロカフェの理念に照らした時、最大の課題は、多様な主体・市民の参加です。

つまり、ワークショップイベントとしてのごみゼロカフェへの参加に留まらず、運

営への市民の関わり方も模索するべきです。 

  ・企画立案からの関与 ・ワークショップをより活性化するファシリテーター 

  ・施策の検討     ・運営進行 など 

 なお、ファシリテーターは、主役である参加者の意見交換を決して妨げないように

しないとなりません。 

・また、行政職員、とりわけ次世代の担い手である若手職員は、部課局を問わず、ご

みゼロカフェに参加し、市民の直の声を聞いていただきたいと思います。 

（２）“施策にどのように反映されたのか”の＜見える化＞ 

・ごみゼロカフェ運営委員会では、ごみゼロカフェで出された市民の意見とアンケー

トのすべてに目を通し、それに基づいて、次年度に向けた運営、施策への提案を行

って参りましたので、その反映状況を分かりやすくすることが必要と考えます。 

・基本計画などの広報のみではなく、分かりやすいアナウンスを市民は求めています。

その＜見える化＞は参加者や市民の大きな＜インセンティブ＞。「ごみゼロカフェ

News」もその役割を担えます。 
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Ⅶ. おわりに 

 川崎市ごみゼロカフェ運営委員会の市民委員として、参加することができ嬉しく思い

ます。今まで川崎市廃棄物減量指導員として関わり、また、川崎市ごみ減量推進市民会

議は平成 18 年から平成 27 年までの８年間４期にわたって開催され、ごみゼロカフェは

平成 28 年から平成 29年にかけて６回開催されました。平成 29 年度の総括を踏まえた

今後のごみゼロカフェの運営については、市民参加の促進に向けた新たな運営体制が必

要です。 

ごみゼロカフェ運営委員会は、行政と市民が一体となって話せる場で非常に良かった

です。私も長年廃棄物減量指導員として委員をしてまいりましたが、この 20 年間で川

崎市は、ごみ処理法やごみ減量について世界に負けないごみ処理施設を有し、また、リ

サイクル施設などが非常に進んでいると思います。しかし、市民一人ひとりが常にごみ

減量、また、ごみゼロ対策を考えていかなければなりません。環境問題に終わりはない

と思います。 

【ごみゼロに向けた川柳】 

食品ロス 食べる前に 考える  

食品ロス 残さず食べて ごみゼロに 

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） 

川崎市減量推進市民委員会から発展したゴミゼロカフェの委員として２年間務めさせ

ていただきました。今年度のテーマを持ったゴミゼロカフェで各専門分野の講師の話を

伺いながらのワークショップでは、各テーマに沿った活発な意見を伺うことができ、小

型家電のリサイクル工場と最終処分場の見学では、廃棄物がどのように処理されている

かを目にし、ごみの問題を身近に感じた良い機会でした。 

今年度感じたことは、カフェの参加者の広がりがあったという事。廃棄物の問題を市

民と行政が共有できたという事。これからますますごみゼロカフェの意義が確かめられ

るという事等成果が感じられました。これからは若い方を中心として、多様な年齢層を

含む市民、企業、事業者、行政を交えたごみゼロカフェの益々の発展と活躍を期待して

います。 

個人的には、地域で３Ｒから２Ｒへと、日常の生活からごみの問題を考える活動に取

り組んでいきたいと思っています。 

【ごみゼロに向けた川柳】 

ワイワイと ごみゼロカフェの 輪広がる 

３才が プラはどこに 紙どこに 

スマホ見て 食べきり店で ランチする

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） 
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マイバッグを持参下さるあなた、有難う。え！？それは、古着から作ったの。あなたもバ

ッグもなかなかいかしてますよ。

食べられる量のお食事を用意して、食べきってくれた君たちのおいしそうな笑顔を知っ

ているよ。君たちが尊い命を大切に頂いてくれたのだね。え！？ エコクッキングも試して

みたの？本当に有難う。

大切なスマートフォンを小型家電回収ボックスに入れてくれた学生さん、有難う。友達に

も声を掛けてくれないかな？え！？みなさんも協力してくれるって？学生さんの発信力は

さすがだね。「ごみ問題」を考えるってチョット地味だけど実はカッコイイでしょ。おや、

留学生さんまで、Thank you so much！アリガトウ。

いつも黙々と集積所をお掃除するあなたの姿を見て、私も倣いました。そして「ごみゼロ

カフェ」に参画致しました。有難うございます。え！？あなた方も「ごみゼロカフェ」に興

味を抱きましたか？「ごみゼロカフェ」でお会いしましょう。

【ごみゼロに向けた川柳】 

ゼロが生む 市民のパワーは 無限大

ごみゼロカフェ運営委員会 市民委員 後藤 みゆき 
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