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座談会  

 リサイクルプラザの今とこれから 

 

 

 

出 席 

（リサイクルプラザ運営団体）  

 

佐賀市エコプラザ：NPO 法人さが環境推進センター理事  石原太郎氏  

耳納ねっと！：耳納ねっと！事務局長  小田好一氏  

臨海 3R ステーション：NPO 法人エコネットふくおか理事長  大谷鮎子氏  

エコロの森古賀清掃工場：エコけん理事、渡邊裕子氏  

（発言順）  

（事務局）  

 

NPO 法人生活環境ネット C&C 代表理事  大澤正明  

NPO 法人生活環境ネット C&C 理事  古賀清治  

NPO 法人生活環境ネット C&C 監事  田口千秋  

NPO 法人生活環境ネット C&C 大澤由美子  

 

 

大澤：私たち NPO 法人生活環境ネットでは、地球環境基金の助成により「リサイクル

プラザ活性化ネットワーク」事業を実施しようとしています。そこで、リサイク

ルプラザの運営に第一線で取り組んでいらっしゃる皆様から活動の実態をお聞

きして、これから全国のリサイクルプラザを対象に実施するアンケート調査の参

考にしようと考えています。まずは、NPO 法人さが環境推進センターの石原さ

ん、佐賀市エコネットの運営に携わるようになった経緯からご紹介ください。  

佐賀市エコプラザの事例 

石原：施設は平成 15 年にできました。佐賀市さんとしては、最初は直営でやるけれど

も、いずれは市民団体とか NPO に委託をしたいという意向でした。最初の１年
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半ぐらいは市の職員と一緒にやって、その後平成 17 年から委託という形で当

NPO 法人が受託したと聞いてます。ある意味エコプラザを作るために作られた

団体という見方もできるわけです。  

 

（左から、石原さん、小田さん、大谷さん）  

 

大澤：委託の期間はどうなっていますか。  

石原 プロポーザルという形で 3 年ごとに更新の提案をするということを行っていま

す。すでに 12 年ぐらいやってますから、随意契約にしてもらいたいというとい

う意見もあります。しかし、こういう施設を預かっているという実績があると、

他の活動もしやすくなるということもあって、目標としてはこの施設を預かって

いる間に他の事業もなるべく充実させて、一本立ちできればと考えています。  

エコプラザの業務としては、まず、ごみ減量の啓発ということ、それと工場

見学の案内です。立派な案内コースが出来ておりますので、そちらのほうもや

っています。  

施設見学は、できてすぐの頃は多く 140 件ぐらいで、ほとんどは学校です。

市内の小学校はもちろん、市外の小学校からも来ました。というのは出来た時

は、当時としては先進的な施設でしたので教科書に紹介記事が載ったんです。

それで県内中から小学生が見学に来るようになりました。  

来館者の数は、17 年が 2 万 6000 人で 18 年が 3 万人を超えていますが、その

後、段々と減っていって最近は 2 万 6000～7000、8000 程度で推移しています。

見学のほうも 100 団体程度に下がりました。このように減少するようになった

理由はいろいろあるのですが、一番大きいのは予算がだんだん下がってきたと

いうことです。当初と比べて実質 2/3 になっています。一気に減ったわけではな

くて段階的に委託金が減っていったということが大きいかなと思います。  

そういったこともあって途中から再生品の販売を行うようになりました。市

としては、ごみとして来たものだから無償で提供しなさいという立場でしたか

ら、自主事業という形で再生品販売を行うようになっています。そういったこ

とがあって、施設の目新しさは減ったんですが、逆に買い物が出来るというこ
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とで一定数の来館者が保たれているという面はあると思います。  

売上という点ではたいした額ではないんですが、少しずつ上がってはきていま

す。品揃えが充実してきたのと、施設の存在が知られてくると、ここに持ってき

ていいんですかということになって、段々状態が良いものが集まるようになって

きたということもあって、再生品販売を目当てに来る人も多くなっています。  

啓発事業の方にももっと力を入れてくれという意見もあるのですが、なにしろ

予算が減ったので常勤者をたくさん雇い入れることが出来なくなったという面

があります。実際、今、週 5 日程度の常勤者は 2 人しかいないです。あとは週 1

とか週 2 とかのアルバイトの人を組み合わせて週 6 日開けています。出来れば週

5 日程度来る人を 3 人に増やしたいというのが希望ではあるんですが、将来の保

証もないところですし、3 年ごとの契約なので、若い人を雇い入れる、育てると

いう環境にはないというのがこういう施設の辛いところです。NPO 全体でも言

えることではあるんでしょうけれども、どうしてもそういった点が弱点になって

きています。  

ですから、リサイクルショップみたいですねと言われるのは不本意ではあるん

ですが、やはり繰り返し来てもらわないと啓発施設としての役割を果たせないと

いう面があります。学習施設となるとほとんどの人が１回来たらおしまいになっ

てしまうので、私たちとしては再生品販売を１つ大きな柱に打ち出して、来た人

になるべく会話する機会を設けています。  

 それこそ、子供が生まれたばかりのお母さんからお年寄りまで色んな世代の人

が来ます。再生品販売の良いところは、ベビー用品からお年寄り向けのものまで

様々なものがあるので、幅広い世代に来てもらえます。学習施設だけにしてしま

うと、来館者のほとんどが小学生ばかりですが、小学生は自分でほとんどごみを

捨ててないですし、そもそもごみもそんなに生み出していません。ごみを買った

り生み出したりしているのは基本的には大人なので、なるべく大人に来てもらお

うということでこういった形をとっています。  

 今のところはある程度の人数、来館者は確保出来ているんですが、やはり新し

い顔を見る機会が徐々に減っています。月に１回フリーマーケットをやっている

んですけども、お客さんもある程度固定化してきています。データを見ていただ

くと、来館者数はある程度同じぐらいで推移してるんですけど、イベント参加数

が途中からガクンと減っています。当初、1,200 人ぐらいいたイベント参加者が

今では半分に減っています。  

それとは逆にリユース品を買いに来る人が増えているということもあって、個

人の来館者が段々と増えてきていますので、全体の人数としては上がっています。

一般の買い物に来る人が多いということは、小さな業務が毎日、一日中ずっとあ

るということなので、人数が減っているのに対応する時間はどんどん増えるとい

う面があります。  

再生販売品は、自転車があったり家具があったりといろいろです。一応、佐賀

市エコプラザでは電気製品は貰わないですし、薬品と食品も貰わないですけど、

それ以外のものは基本的に貰います。ただ、スペースが限られていますので、今

着るものはもらいますが、冬物はもらいませんよとか、家具も置き場の関係で、

ある程度状態のよいものしかもらえない。すみませんがそろそろ学習机はもらえ

ない季節になってきましたよと、そういったことで対応をしています。  
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 自転車は、放置自転車をもらってきて整備をしています。自転車はある程度安

全に関わるので、詳しい人にお願いして整備をしてもらっています。4 月などは

いっぱい売れている時期ですけど整備が追いつかないというようなこともあり

ました。  

 市との取り決めで、月に 8 回以上講座をする、月に 1 回以上イベントをすると

いう風に決まっているのですが、講座も 10 年以上やっているとできることが増

えてきて、外部の講師さんとも繋がりが増えたので、月 8 回では収まらないケー

スが多いんですが、講師の謝金の捻出に苦労するという面があって困っています。 

 イベントに関しては月に１回フリーマーケットをやっているので多くの人が

集まるイベントという点ではクリアしているんですけれども、それだけでは、や

ってるほうが面白くないので小さなイベントをちょこちょことやっています。勉

強会をしたりとか、スーツケースを貸したり食器を貸したりというレンタルもや

っています。  

 そういった形で市の仕様を満たしつつ、私たちがやりたい活動を組み込んでい

くという形で取り組んでいます。  

大澤：リサイクルショップのような活動もしているんですが、民間のリサイクルショッ

プとの摩擦はないですか。  

石原：スタートする時に、民業圧迫になっても困るということで、変な話ですが少し高

めにしました。貰う時はタダで貰っていますし、うちとしては出ていってもらわ

ないと困るわけですからついつい安くしがちなんですが、今はある程度、インタ

ーネットで値段が把握できるようになったので、そういうバランスはとるように

しています。ですから、安すぎるといって抗議する人はいないですし、リサイク

ルショップからも特にありません。  

大澤：設置者、管理者は行政ですが、行政との関わりという点ではどうですか。  

石原：うちもスタートから何年間ぐらいは縛りが非常に厳しかったと聞いています。エ

コプラザの人間として外に出ていってしゃべるということはできない。あなたた

ちにはあくまでも施設の中の仕事を任せているので、よそにいって講義をすると

か講座をするとかいうのはだめでした。最近は、よそのイベントにエコプラザと

して出てくれませんかというような、よそに行って市として協働事業だという形

をとるということが可能になりました。  

耳納ねっと！の事例 

大澤：それでは耳納ネットの小田さん、お願いします。  

小田：お手元の冊子に基づいて説明したいと思います。これは年４回出しているんです

が、4 ページの分を年 3 回、この 8 ページの分を年 1 回出しまして、浮羽郡、旧

浮羽町、吉井町、田主丸町の全校区に配布をしております。  

 まず、１ページ、私たちがメインにやっているのがリサイクルを目的にした

教室です。リフォーム、布草履、裂き織り、一閑張りなどです。木工、料理と

金継ぎというような教室をやっております。リフォームを具体的に説明します

と、使わなくなったものを使って何か作品にしようというのが基本です。新し

く生地屋さんに行って、買ってきて作るというのはしておりません。着物とか

帯とかそういうものは田舎だからなのか色々集まってきますので、そういうの

を安く 300 円とか 500 円で販売をし、それを材料として色んな作品を作るとい

う教室を開催しております。布草履も基本的に同じことなのですが、布草履は
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布を細く裂いてわらじを作るような要領で作っていくという教室です。卓上の

裂き織り機というのを２台所有しておりますが、それを受講生に貸し出してい

ます。  

 

 

 

石原：裂き織りは、どれぐらい時間が掛かりますか。  

小田：１ヶ月とか２ヶ月とか長い時間を掛けて、取り敢えず布を織り上げて、それを組

み合わせてカバンにしたりベストにしたりという形で作りますので時間が掛か

ります。月に２回だけ受講していただいて長い期間掛けてちょっとずつ作り上げ

ていくという形を取っています。  

 教室のシステムを下に書いておりまして、受講出来るのは浮羽郡の方に限らず

誰でも受講出来ることにして、受講料だけちょっと差をつけております。会員を

設定しておりまして、年会費 1000 円を払えば受講料がそれぞれ 200 円安くなる

ということにしています。今、この会員が、150 名ぐらいいらっしゃいます。最

近、受講生がどの教室も減ってきておりますので、無料体験という機会を少しず

つ設けて、教室を知ってもらう機会を作ろうと思っています。  

 次のページは、木工と料理です。３Ｒクッキングと呼んでますが、木工教室は、

本当は古材とか使わなくなった材料を使ってやるというのがベストなんですけ

ど、100％古材をというのが難しいので部分的にとか古いものを修理してとか、

工夫しています。  

 3R クッキングは、基本的に生ごみを出来るだけ出さないとか、省エネを頭に

入れて料理してもらうということです。また、写真に載っているのは鍋帽子と言

いますが、鍋を温めた後保温して、長く弱火で煮たような状況を保つことができ

るというものです。さらに、伝統料理とか郷土料理とか少し裾野を広げています。 

 次の金継ぎというのが４月に初めて始まった教室で、欠けたり割れたりしたお

皿を継ぐという伝統的な手法なんですが、近くにこういったことをされる方がい
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らしたので講師にお招きして教室を始めております。これは、うきは市内の方だ

けではなくて、福岡市とか遠くから多くいらっしゃいます。  

 フリーマーケットは年に２回実施しております。建物の周りが広場になってお

りますのでそこを会場としてやります。だいたい 100 店舗ぐらい毎回集まります。 

 それと、毎月 20 日を「二十日の市」ということにして、何でもかんでもとい

うわけじゃないですが、メインに販売しているのは着物が多いですね。着物と帯

と洋服、洋服も色んなとこを視察に行かせていただいて、なかなか難しいですが、

洋服も出来るだけ綺麗なものを販売するということにしております。二十日の市

ではそれ以外にも家具も取り扱っております。アンティーク家具ですね。昭和・

大正・明治の古い家具が集まってきますので、そういったものを主に販売してお

ります。食器類というのは古いものではないですけど、ある程度数が揃ったもの

を販売しております。  

 教室の受講生減少の対策の１つですが、無料託児サービスを行っています。若

い方が、なかなか利用者がおりませんので、若い方を増やそうということで教室

受講中は託児をしますよということでサービスをしております。本人の支払いは

無料で、耳納ネット！の方で負担するということにしております。  

 また、アンビシャス広場というのが屋外にあるのですが、これはごみ減量に直

接関係することではないですけども、ごみ処理施設は迷惑施設という面がありま

すので、地元還元ということで、子供の活動や体験教室に提供しています。  

 生ごみ堆肥化ですが、段ボールコンポストと設置型コンポストの講習をしてお

ります。出張講座なども行っています。この他は、エコツアーを年１回企画して

おりまして、環境に配慮したような工場などを視察していただいています。  

 一番最後のページですが、段ボールコンポストのセットは、定価は 1500 円で

すが、企業から寄付金を募って、受講生に無料で体験していただく、これはモニ

ターという形なのでそれぞれ１回しかモニターを受けることは出来ませんが、最

初の１回だけは無料でコンポストの体験が出来ますよというシステムを設けま

したので、その報告の欄ということで、企業の名前も載せています。これは 26

年度初めて行った試みです。  

リユース・リペアと環境講座と 

古賀：佐賀市さんの場合と耳納ねっと！の違いは、佐賀市さんは再生品の修理・販売に

力を入れているのに対し、耳納ねっと！は教室をメインにやっている。また、佐

賀市さんは NPO が運営し、耳納ねっと！は指定管理者が運営している。指定管

理者とはいえ、お客さんがどんどん来るためには、佐賀市さんのような再生品を

売るということに力を入れてもいいのではないかとも思う。  

石原：そうですね。逆に言うと、うちは工房があまり回らなくなってきてるんですね。

講師の人が段々高齢化して、たとえば大工さんがおられたんですが、今 80 才過

ぎになられまして引退ということです。そういう個人の力に頼っていたところが

あるので、一気に、家具の修理とか工作系の講座があまり組めなくなったりとか

ですね。その辺が辛いところです。  

小田：確かに、先程話があったように、受講料と講師謝金でペイするかというと全然し

てないんですよ。だから、確かに増えるほど赤字になっているかもしれません。 

石原：うちでも布草履をやってるんですけど、昔は 3 ヶ月に 1 回とか 2 ヶ月に 1 回ぐ

らいだったので非常に人気がありました。あと、刃物研ぎも人気があります。講
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座に来るのが女性が多くなってしまったので、男性も来やすいのは何かなという

と、刃物研ぎが非常に男性に人気があった。ところが、先生が教えられるのはせ

いぜい５人とか６人ぐらいまでなんです。体験だけなら 10 人、20 人、皆いっせ

いにやってもいいんでしょうけど、先生としては研ぎ方を教えたい、教わった後

ちゃんと研げるようになって帰ってほしいので、そうすると教えられる人間は 5

人とか 6 人ぐらい。だいたいひどい時は、募集して 10 分ぐらいで一杯になりま

すね。  

 講座も波がありますね。刃物研ぎも新聞に取り上げられたとたん人気が出たし、

おもちゃ病院も色んな雑誌に載ったとたん通常の何倍も来たりしました。  

小田：販売の品物は、どんどん集まってくるんですか。仕分けとかはどうされてるんで

すか。  

石原：集まって来るんです。本来それに関わるべきではないようなスタッフまで手がい

るぐらい。基本的に、ボランティアの人にお願いして、仕分けとか値札を付けて

もらっています。とにかくすぐ売場に出すようにしないとどんどん倉庫に貯まっ

てしまうので、来たものをすぐ出して、さばけるようにはしています。今の季節

のものにしてくださいというのもそういった理由です。前に、人間国宝とかに指

定されるような人の骨董が来て、ネットで調べたら何十万円かの値段が付く。ち

ょっとこれは返さないとまずいということで大急ぎで返したことがあります。そ

ういうのもあるから全部をボランティアの人に責任を負わせるわけにはいかな

いので、やっぱり責任者がある程度見てやっていかないといけないのでたいへん

です。骨董品は基本的にもらわないようにはしているんです。  

大澤：耳納ねっと！では夜間教室を始めましたね。  

小田：金継ぎの教室が今度夜間になりました。７月から本格的に、少しずつやっていこ

うということです。裂き織りの教室は月に２回は夜なんです。日頃、会社勤めの

方が来られるようにということが本来の目的なんですけど、若い方がどうしても

少ないですから、仕事を持っている若い方をどうにかして連れてこようというこ

とで夜間教室を始めました。  

臨海 3R ステーションの事例 

大澤：それでは、福岡市の臨海 3R ステーションの運営に携わっていらっしゃる大谷さ

んからお願いします。  

大谷：エコネットふくおかは福岡市の臨海 3Rステーションの委託運営を行っています。 

入館者数は 1 日平均約 200 人、1 年間で 6 万人弱です。施設見学は小学生を中

心に年間で約 7000 名で、そのほか行政視察とか市外からもいらっしゃいます。 

図書館がありますので、ビデオや図書の貸し出しも行っています。不要品の再生

については、引き取り数が年間約 11 万強で、一部廃棄物は出ますが相当数を市

民に提供しています。どうしても、在庫が増えていきますので、時々半額セール

などをやって在庫を処分しております。  

 講座関係では、裂き織り、紙すき、ミサンガ作り、綿つむぎ、ちびっ子農園な

どです。その他、体験学習教室というのもやっています。牛乳パックで腰掛け作

り、広告チラシでかご作り、古着のリフォーム教室、ぞうり作り、石けん作り、

などです。  

 それから、講師の派遣、HP の作成・運営もやっています。広報誌は、毎月発

行で、発行部数は 6 万 7500 部です。イベントはほぼ毎月開催しているフリーマ
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ーケットを中心に、年間開催数が 36 回になっています。  

 会員は、一般会員と活動会員がいまして、活動会員は中で活動してくださる

ボランティア会員で、年会費はどちらも 1000 円です。その他、エコネット会員

も募集しておりまして、会の目的に賛同してもらえる方に入っていただいてい

ます。年間 1000 円で、毎月このエコライフという会誌を送ります。会員になる

メリットとしては、大変漠然としてますけど「心が豊かになる」、「楽しくなる」、

「情報が入ってくる」というようなことをアピールしています。  

活動会員ですが、もう 13 年を迎えましたので、最初に 50 才で入った方は 63

才になっておりまして、高齢化ということが問題でございます。足腰が悪いと

か、3 階にエレベータで上がったらもう階段では降りたくないという、そういう

人ばかりになって、若者を入れないといけないと言ってるんですけど、若手が

入ってくると、年配の活動会員さん達が、どちらかというと今までの自分達の

やり方にこだわりがあるものですから、若い今の 50 代の方達が「ネットでやっ

たらどう」とか言っても、お年寄りは「ネットは全然できないから、そんなこ

と言わんで手でやりなさい」とか言ってうまくコミュニケーションがとれませ

ん。活動会員は今 136 名おりまして、毎日、だいたい 40 名～50 名はやってき

ます。その 40 人の女性達が全ての講座の面倒を見てくださっているので、問題

を抱えながらも、何とかみんなきゃあきゃあ言いながら楽しくやっています。  

去年、福岡市の方針が今までの、請負で仕事を出すということから、プロポ

ーザル方式に変わりました。エコネットふくおかもこのままでは負けてしまう

という危機感があります。もしも取れなかったらエコネットふくおかは解散な

んですね。この団体は場所も全部福岡市の施設なので、拠点を持たないままに

作られた団体ですから、もしも解散ということになったらもう、私たちは行く

所がないということでみんなが危機感を募らせてやっています。  

大谷さん→  

 

古賀：3 つの事例を聞いてると、どこでもそうですが、講座の先生も生徒さんも年齢が

高い。50 才代の人達を如何に掴まえるかというのが大きな課題です。それから

いつ切られるか分からないという不安、予算が少ないなど共通の悩みがありま

す。  

石原：若い人向けの講座というと、実は若い人に受けそうなものは思いつきはするけど、

ごみ減量と何の関係があるんだと言われると、そんなに関係ないですねという

ケースが多い。うちで１つ今やってるのが布ナプキン、女性の生理用ですね。

これはさすがに年配の方ははいらっしゃらないだろうと思ってやってるんです
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が、それでも結構いらっしゃる。何故かというと尿漏れパットを作りたいとか、

お孫さんに勧めたいとか。あるいは、食事用のナフキンを作るのと間違えて来

た人もいらっしゃる（笑）。講師の人は、うちの若手、30 才ちょっと過ぎの人で、

それがうちの講師陣の中で一番年下になっています。  

講師の確保が難しい 

大澤：講師は、どんな風にして、探すのですか。  

石原：売り込みも時々あるんです。ただ、そういう人は趣味性が高い講座をやりたい、

いわゆる場所がほしいというケースがほとんどなので、なかなかこちらの目的

にそぐわないケースが多いです。外部の先生は、講師料が高くて手が出ない場

合があるので、こちらの者が習いに行ってノウハウを覚え、そのスタッフが講

師をするということもあります。外部講師にお願いすると講師の都合によって

頻繁に呼べない場合もありますし、人が集まらなかった時も困ったことになり

ます。内部講師だと今日はお客さんがないから止めましょうかで済むんですけ

れど、外部講師は、誰も来ませんでした、すみませんというわけにもいかない。

昔、外部講師が多かったときは、とにかく知り合いに当たってでも受講生を集

めないといけないよと言ってたんですけど、今は内部講師の割合がだいぶ増え

たので、その苦労は少し減ってきています。ただ、そうなると段々バリエーシ

ョンが狭くなって定番ばっかりになってくるという弊害があります。  

大澤：臨海 3R ステーションは外国の方が受講生として来ていますね。留学生の奥さん

だと思うのですが。  

大谷：はい、そうです。英語圏から来られた方ですと、こちらも英語ができる人を付け

てコミュニケーションを取ろうとするんですが、英語が分からない人がくると

苦労します。身振り手振りでコミュニケーションをとるんですが、宗教の違い

もあって、一から日本のマナーを教えなければいけないことも出てきます。  

石原：私たちもそちらに研修に行かせてもらった時に見せてもらって、うちでも呼べた

らいいねと思っていました。佐賀大学に外国から家族で来ている人がいたので

声をかけたんですが、距離的に遠すぎて難しいということで実現はしていませ

ん。  

小田：外国の方は、どんな作業をされるんですか。  

大谷：機織りが多いです。  

小田：それを販売されるんですか。  

大谷：はい、販売用に商品をチェックして、これなら売れるなと思ったら販売の棚に出

します。  

石原：うちもボランティアの人に作ってもらったものは、最初の頃は販売していたらし

いのですが、出来に結構差が出るので管理する側にするとむずかしい。勿論、

程度に差があれば値段に本来差がないと困るんですけど、なかなか差をつけに

くい面がある。そうすると、その人が来るたびに自分が作ったのが残っている

ということになるわけですね、段々お願いできるのが簡単なものになっていく。

雑巾とかそれぐらいだと程度の差がほとんど出ないものになってきますから。  

大澤：私はいつか、日本でこういうボランティアというか、リサイクル活動をしている

市民や NPOの方々を外国で活動出来るきっかけ作りをしたいという気持ちもあ

るんですが、途上国で使える技術というのは、かなり限られる。コンポストは使

えると思いますが、ただ、段ボールコンポストのセットが 1500 円では途上国で
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はちょっと難しい。もっと安くできる方法はないかなと。それともう一つは廃油

で石けんというパターンも使えるのではないかと思っています。アジアはよく油

を使いますが、今はほとんど垂れ流しですから。  

それでは、古賀清掃工場の再生・展示棟を運営されているエコけんの渡邊さ

ん、お願いします。  

エコロの森の事例 

渡邊：古賀清掃工場の中の再生・展示棟という啓発施設の受託運営をさせていただいて

ます。NPO の収入源としては一番大きいものになっております。そこで小学生、

主に 4 年生の社会科見学、それ以外の子供、幼稚園から中学校、高校、それか

ら大人の方への環境講座等をやっています。  

 エコけん独自の活動としては、今一番大きいのは、2 年前から始めました「し

ろくまプロジェクト」と言いまして、一般の方から寄付をいただいて、その寄

付のお金で私達が福岡県下の小学校に環境教育の出前をさせていただくという

ようなものをしております。内容は、省エネであったり、ごみ減量であったり、

エコエコクッキング、鍋炊飯教室といったようなものです。  

 「しろくまプロジェクト」の名前の由来ですが、5～6 年前に助成金をいただ

いて「しろくますごろく」というのを作りました。すごろくをすることによっ

て環境行動が分かるような仕組みになっているものです。昨年度、内容が古く

なったので改訂版を作って、今年度から改訂版を使っていこうということにし

ております。  

 古賀清掃工場のリサイクルプラザについては、平成 15 年から私達が受託運営

をしております。昨年度の来館者総数が 3486 人です。前年度は 4356 人でした

ので微減です。主な活動としては、展示それから教室運営等です。普段は大人

向けで、今はエコクッキングがメインで、廃材工作系がたまにある程度です。

春休みと夏休みには小学校向けの教室を実施してます。  

 教室参加者は、運営を始めた平成 16 年が 3845 人で、その後平成 20 年が今ま

でで一番多くて 5229 人、昨年度は 3662 人でした。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

渡邊さん→  

 

リサイクルプラザという名称について 

大澤：ありがとうございました。それでは、これから私たちが実施しようとしているリ

サイクルプラザに対するアンケートについて、こういう内容を聞くべきだとい

うようなことをアドバイスしていだきたいと思います。  
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大谷：リサイクルプラザという名称なのですが、臨海 3R ステーションも、以前は臨海

リサイクルプラザという名前でしたが、リユース、リデュースが入らないのは

おかしいんじゃないかということで名前が変わりました。どうしてリサイクル

プラザという呼称が一般的に使われているんでしょうか。  

大澤：3R が使われるようになったのは平成 11 年の循環経済ビジョンが最初です。それ

までは、リサイクルという言葉の中に Reuse も Reduce も含まれていました。

リサイクルプラザが国庫補助対象になったのは平成元年の厚生省通知からです

から、そのころはリサイクルという言葉しかありませんでした。その関係で、

今回もリサイクルプラザというタイトルにしています。3R という言葉は一挙に

広まったのですが、内閣府の調査によると「言葉の意味まで知っている」人は

わずかに 33%ですから、キャッチフレーズとしていい言葉なのかどうか意見が

分かれるところかと思っています。  

渡邊：リサイクルプラザに関係してなんですけども、私達の古賀清掃工場ではリサイク

ルプラザというのは、中間処理施設のことを指し、私達が拠点にしている事務

所は再生・展示棟という名前なんです。ですから、全国にアンケートをとられ

る時に、リサイクルプラザ宛にした場合、本当のターゲットの方にアンケート

が行くのかどうかというのが心配です。  

大澤：なるほど、それは気を付けて表現します。  

石原：単なる問題の改善だけではなくて、自慢話も書いてもらうところがあるといいと

思います。自分達がやって本当に上手くいっていることを私達は話したくてたま

らない、人に聞いてもらいたいと思っています。  

来館者の不満の声を聞きたい 

大谷：自由記入欄というのを作ってもらいたい。なんでも書いていいということですか

ら、それが面白いんです。それと、アンケートの結果で一番知りたいことは、自

分達が聞きたくても聞けないことなんです。それは何なのかというと、クレーム

です。どこもクレームは隠します。でも、ほんと言うと団体の中ではクレームが

必ずあります。ないところはないです。市民からのクレームを、次の新しい計画

の中に盛り込めたら、たいへん良いことです。クレームを団体で隠してしまうと

新しい展開をするときに、また外されて行くわけですよね。だから、クレームを

皆さんにオープンにしていただくことによって、クレームをなくすためにはどう

したらいいかということを考えるきっかけになるから。  

石原：たしかに、不満に思ってることは聞き取りたいですね。極端な話、うちなんか、

「遠いじゃないか」というクレームがある。  

渡邊：遠いというのはあります、うちも。交通の便が悪いと。  

石原：駐車場が狭いだとか、結局、来ないには色々理由があって、来たくないのにも理

由があると。利用者を増やそうと思っているんだったら、不満な所を拾い上げて

いくことが大切だろうと思います。結局、来館者の数字が、最後にはものを言う

んですね。  

大谷：そうなんです。だから、そのためには来てもらわないといけない。来てもらうた

めには、何で来ないかというのを調べると、だいたい不満があるんです。不満が

あるから来ないんです。楽しければ来るんです。だから、そういう風なことを全

部クリアして、そのあと楽しいイベントを考える。  

大澤：講師が固定化するので、横の連絡を密にして入れ替え制度があってもいいんじゃ
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ないかとも思うのですが、どうですか。  

渡邊：うちも、最近は外部講師をお願いするようにはしてます。目新しいものがないと

参加者が減りますから。  

大谷：エコネットふくおかでは、講師不足を解決するために、独自に講師を要請する講

座を始めました。その講座を受けた人には修了書を出して、「3R ミッショナリー」

という、伝道師ですね。そのカードを下げて、公民館などに講師として行くんで

すよ。そうすると、ちょっと箔も付いて、本人のやる気にもなる。  

小田：講師謝金はどうですか。どれぐらいに設定していますか。  

石原：うちは、県の基準に合わせてますね。  

渡邊：私たちのところでは、当初は、外部講師 8000 円、通常講師 5000 円でしたが、

年々運営が厳しくなっており、減少傾向にあります。耳納ねっと！さんのところ

はどうなんですか。”   

小田：講師謝金は、ずっと１枠 5000 円でしてたんです。料理などの場合は、レシピを

作ったり材料を買ってきたりとか、色んな作業があるのでプラス 1000 円にして

いました。10 年間ずっと 5000 円でしたので、今年度は増やそうということにな

って、午前中だけとか午後だけとかの教室の場合は 6000 円で午前と午後に亘る

場合は 7000 円ということになりました。講師もそうですが、色んな作業をして

もらうのに、最初、ボランティアでしてくれた時は、「お金なんて要らないよ」

というんですけど、長く続けてくるとそうはいかないんですよ。やはり、それな

りの金額は払わないといけないなというのがあって、作業に対する謝金というの

は、大事だなと思っています。  

地域住民との会話が必要 

大谷：私のところは、地域住民が一番近いから来やすいというのがあるにも関わらず、

地域の人達とのご縁がないんですよ。しかも、臨海は工場が多くて、住民という

のはマンションの住民がほとんどで、地域住民、地域企業との交流の場がほしい

といつも思っています。  

石原：たしかに近くの人は来ないです。うちも市内の学校はほとんど来るんですが、一

番近くの学校は来ない。あるいは、地域のイベントをしても、ほんとに近くに住

んでいる人はあまり来ないです。やはり、ごみ施設と一緒に建った所というのは、

地域住民の不安とかが根強く残っていたりします。あまり近寄りたくないという

ことが結構あると段々分かってくるので、そこを乗り越えていかないと長く使わ

れる施設にはならないのかなと。  

大澤：ありがとうございました。午前、午後合わせて 5 時間に亘って貴重なお話を伺い

ました。みなさん、たいへんなご苦労をされていらっしゃることがよく分かりま

した。いただいたご意見を反映させて、なるべく多くの方々からご意見をいただ

くことができるように努力いたします。それにしても、わずか 4 団体でも、これ

だけのご意見が出るのですから、全国の情報をどのように集約し、皆さんのお役

にたつことができる情報誌にまとめ上げるかと考えると頭が痛いところですが、

精いっぱい努力いたします。何よりも、多くの団体からアンケートのご返事をい

ただきたいと思っています。  

（平成 27 年 5 月 21 日収録）  


