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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。３ Ｒ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）
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