ブータン王国ティンプー市における
ごみ対策キャンペーン
（一財）日本環境衛生センター技術顧問

大澤 正明

JICA 草の根パートナー事業として，平成25年度から３か年事業で，
「ブータン王国ティンプー
市における廃棄物に起因する環境汚染対策に関する技術移転事業」を実施している。１年目は主
に実態調査，２年目は環境・ごみ問題世論調査を実施し，それぞれ本誌上において報告してきた。
今回は，最終年に実施する普及啓発活動のスタートとなるイベントを開催したので，その結果
を報告する。

１．キャンペーンのターゲット

る。日本の場合でいうと環境審議会のような存在
であろうと思っていたのであるが，実質的には

プロジェクト最終年の行動計画の決定にあたっ

まったく機能していない。その規定の存在すら多

ては，市のサニタリー・コミッティの合意が必要

くの関係者が理解していなかった。今回，行動計

であると考えていた。サニタリー・コミッティと

画の決定という機会を利用して，サニタリー・コ

は，この国の廃棄物処理法の中にその設置が規定

ミッティーを立ち上げることとした。第三者の目

されたもので，廃棄物処理計画などの策定にあ

を意識した廃棄物行政を心がけることは大切なこ

たって意見を聞かなければならないとされてい

とであると思ったからである。メンバーの選定に
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あたっては，大学関係者を入れてほしいこと，さ

象にして＜ Wet ＞＜ Dry ＞の２種分別を開始して

らに環境教育に関する連携を深めるためにも宗教

いる。委託を受けた民間会社のグリーナーウェイ

関係者を入れてほしいことを進言したのだが，い

としては，現在建設中のコンベア手選別を主体と

きなり外部の者を招へいすることは困難であるの

した中継基地を効果的に活用するためにも，この

で，とりあえずは市役所内部の職員をメンバーと

２種分別を徹底させたいと考えているようであ

して出発したいということであり，環境，教育，

り，実際に収集車に乗って分別の程度を観察した

法律，都市計画，政策部署から７名が参加して開

ところ，収集作業員による排出者への分別指導が

催された。その結果，以下に示すような改善する

きわめて徹底していることが確認された。よい堆

べきターゲットが決定された。

肥を得るための分別収集というよりも，Dry ごみ

（１）ごみ減量・リサイクル対策

から徹底した資源回収を行うための２種分別であ

以前から UNDP のモデル事業として，一部地域

ると考えれば，現状では十分合理的なシステムで

で＜Wet＞＜Dry＞の２種分別が行われていたが，

あろうと考えられたので，これを推進するための

分別精度の問題などもあり，十分に機能していな

協力をすることとした。

かった。私たち，日本の経験からすると，事業系

（２）居住環境の衛生・美化対策

廃棄物はともかくとして，家庭ごみをコンポスト

平成26年８月に実施した世論調査 １ によると，

処理をするという考え方に二の足を踏む面があ

地域で困っている環境問題として，「ごみの散乱」

り，本プロジェクトでも，＜ Wet ＞＜ Dry ＞では

「ドマ」「排水溝の汚れ」「生活排水」が挙げられて

なく，ペットボトルと段ボールの分別収集を提案

いた。後２項は構造的な問題を含むので，本キャ

してきた。しかしながら，本年１月から収集事業

ンペーンでは除外し，前２項をターゲットとして

を民間企業に委託したのと同時に，ほぼ全市を対

選択した。ドマとは，キンマの葉でビンロウジュ

図表１

普及啓発活動のターゲット

ごみ減量・リサイクル

２種分別の推進（乾燥ごみ，有機系ごみ）

ポイ捨て防止

プラスチックや包装紙を道路や側溝に捨てない

居住環境の衛生・

ポスターの貼付防止

建物の壁や柱にポスターを貼らない

美化対策

ドマの吐き捨て防止

ドマの食べかすや石灰を路上や壁に捨てない

ビルの所有者の清掃責任

ビルの前の歩道は所有者が清掃する

写真１

柱のポスターと石灰

ビルの前の柱に貼り付けられたポスターとドマの石灰
を擦りつけた跡。
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写真２

ドマの吐き捨て用バケツ

このようなバケツを設置していることはまれで，路上
に無造作に吐き捨てることが多い。
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の実を石灰と一緒に包みガムのように噛むもの

日本人の感覚からすると，長すぎるし，垢抜け

で，一種の覚醒作用がある嗜好品で，噛んでいる

た表現とも思えないが，広告や宣伝に慣れない国

うちに唾液が赤く染まり，それを場所を問わず吐

の最初のキャッチフレーズとして評価したい。

き出す人が多い。また，石灰の余分な部分を取り
除くため柱や壁，シャッターには指でこすりつけ
た白い跡が無数に残っていて見苦しい。
また，これら以外に環境部が特に主張したのは，
ビルの柱や壁に貼り付けられたポスターをやめさ
せたいということだった。日本に比べると広告の
類は圧倒的に少ない街であるので，日本人にはあ
まり気にならない点であったが，ブータンにはそ
ぐわない光景であるということで，これもター
ゲットとすることにした。さらに，ビルの所有者
はビルの前の歩道の掃除にも責任を持つべきであ
るという，至極当然と言える事項も加え，図表１
に示した４点を本キャンペーンのターゲットとし
た。

（２）テーマソングの作成
テーマソングを作ろうという発想は，昭和53年
に香川県善通寺市で作られた「リサイクル音頭」
がもとになっている。
朝の光を

いっぱい浴びて

ずらり並んだ

資

源ごみ
物の命を大切に

捨ててしまえばおしまいだ

〈囃子〉
ソレ

分別

やりましょ
サテ

選別

みんなの努め

さあさ

やろうじゃないか

これが

資源のリサイクル

このような歌をブータンでも作りたかった。幸
い，学校の教師で作詞を得意とする方を紹介され，
その線で作曲プロデューサーを紹介された。歌手

２．世界環境デーのイベント

はプロよりも学生で歌のうまい者を起用した方が
いいだろうということで，彼らに依頼した。「ご

これらのキャンペーンは６月５日の世界環境

み減量」「分別」「ごみを捨てない」「ドマで街を

デーのイベントを機にスタートすることとし，当

汚さない」「ポスターのない，きれいな街」を歌詞

日のキャンペーンメニューは図表２ならびに以下

に入れてもらうようお願いしたが，結果として口

のとおりとした。これらの検討にあたっては，日
本において1990年以降さかんに試みられるように
なった市民参加型のイベントとするよう配慮し
た。
（１）キャッチフレーズの公募

ずさみやすい楽しい曲に仕上がったように思う。
（３）ポスターの作成
市の教育部を通じて，小中高校の学生に啓発用
ポスターを作成してもらった。年齢によって，テー
マを分けて応募してもらったところ，図表５に示

本キャンペーン全体を簡潔に表現するキャッチ

したように多くの応募作が寄せられた。全体的に

フレーズを公募することとした。ブータンにおい

ストーリを持たせたものが多く，たとえば，図表

ては公募というシステムが一般的でないのか，ス

６に示したように，「ごみを捨てると，川が汚れ，

タッフの理解を得るまでに時間を要したが，結局

結果的に病気の原因になる」という趣旨の作品，

は地元有力紙に数回にわたり，英語ならびにゾン

言ってみれば四コマ漫画を一つの画面に表現する

カ（ブータンの国語）で公募した。（図表３）

ような手法が多く，瞬間的に視覚に訴えるような，

その結果，図表４に示したように18点の応募が
あり，以下のキャッチフレーズが優秀賞に選ばれ
た。
＜ Reduce Litter, sort for better and serve the
future･･･ ＞

日本でよくとられている手法を採用する例は見ら
れなかった。
（４）アイディアの公募
ドマの吐き捨てを禁じるにしても，その代替案
をどうするかということについては，アイディア
が浮かんでいなかったので，キャッチフレーズを

日本語に訳すのは難しいが，意図としては「よ

募集する中で，ドマ対策に関するアイディアを募

りよい未来のために，
（散乱）ごみを減らし，
（収

集したが，「ごみ箱に捨てる」という以上のアイ

集ごみを）
分別しよう」
ということになるかと思う。

ディアは出てこなかった。
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図表２

ごみ減量・分別

キャッチフレーズ
の公募

街をきれいに

テーマソングの作成

イベントのメニュー

２つのテーマそれぞれを新聞で公募し，採用者を表彰する。
本キャンペーンの全体を盛り込んだ歌を作成する。

ポスターの作成

居住環境の衛生・美化対策に関する４つのターゲットをテーマにし
たポスターを市内の各学校に作成してもらい，優秀者を表彰する。

アイディアの公募

ドマの吐き捨てを防止し，適切な処理を行うためにどのような手
法が考えられるかアイディアを公募。

ブースでの情報交換会

「市環境部」
「クリーンブータン（NGO）」
「グリーナー・ウェイ」
「RTC
（大学）」「王立自然保護協会」「ポスター展示ブース」の６種のブー
スによって情報を公開する。

図表４

キャッチフレーズの応募状況

応募点数

テーマ

（応募者数）

優秀賞

ごみ分別

18（８）

１

街をきれいに

３（３）

該当者なし

ドマの処理方法

18（５）

該当者なし

図表３

KUENSEL 紙の公募紙面

賞金5000Nu は日本円にして約１万円。若手公務員
の月収の約三分の一にあたる。

図表５

テーマ
包装紙やプラスチックをポイ捨てしない
ドマを吐き捨てない
ポスターを貼りつけない
家やビルのオーナーの清掃責任の徹底

ポスターのテーマと応募状況

対

象

者

応募者数

優秀賞

１）

40名

１名

１名

１）

小学生低学年
小学生高学年

佳

作

50名

１名

１名

２）

20名

１名

１名

３）

20名

該当者なし

１名

４）

15名

１名

該当者なし

LSS

MSS
HSS

１）Primary school は，ブータンの区分では ClassPP- Ⅵに担当し，６〜12才が多い。
２）LSS（Lower Secondary school は，ブータンの区分では Class Ⅶ〜Ⅷに担当し，13〜15才が多い。
（ブータンでは学年と年齢が必ずしも一致していないことが多い）
３）MSS（Middle Secondary school は，ブータンの区分では Class Ⅸ〜Ⅹに担当し，15〜17才が多い。
４）HSS（Higher Secondary school は，ブータンの区分では ClassPP- Ⅺ〜Ⅻに担当し，17〜19才が多い。
＊年齢層は，「Annual Dzongkhag Statistics 2012」を参考とした。
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図表６

ポイ捨て防止に関する
最年少受賞者の作品

写真３

写真４

付近の数校から１千人近くの学生が集められ，さらに
通行人も立ち寄って見物していた。

イベントの始まりは市長によるオープニングセレモ
ニー。いかにもこの国らしい神秘的な儀式

写真５

写真６

メインゲスト（農林大臣）による挨拶。JICA ならびに
当センターに対する感謝の言葉が。

応募されたポスターの一部を紹介するブース。子供た
ちが喜んで見ていた。
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写真７

写真８

大学の学生が，市内数か所からごみを拾いながら会場
に集合。76袋のごみが集められたという。

コンポスト施設の製品を掲げる（左から）ティンプー
市長，大臣，JICA ブータン副所長。

写真９

写真10

テーマソングに合わせて踊る高校生。彼らは，箒とご
み箱で掃除する演出だった。

中学生の踊り。ごみを捨てる人，拾う人という演出だっ
た。

写真11

写真12

小学生の踊り。特に小道具は使わなかったが，かわい
かった。

このイベントの主役たち。左から，ゾンカ MC 兼作詞
家，英語 MC，作曲家，歌手（女性はまだ16才。コン
テストで３位になった逸材だそうだ）

都市と廃棄物 Vol. 45. No. 9（2015）
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さほどの興味を示されなかった。
日本においては，昭和40年代後半から大学の研
究者が廃棄物対策に参加し，大きな流れを作って
いったということもあり，これを機会にブータン
における大学関係者の廃棄物事業への関与を促そ
うとの期待があったのであるが，残念な結果と
なった。ブータンにおいては，廃棄物対策がまだ
研究の対象にはなりにくいという面があるのかも
しれないし，研究よりも教育が優先される状態で
あるということかもしれないが，具体的な理由は
よく理解できなかった。
（２）ポスターやテーマソングの活用
ポスターは，視覚的に訴えるという面が希薄で
あり，そのままでは啓発用ポスターとして使いに
写真13
ポスターコンテストの最年少入賞者。彼女が舞台に出
てきたときは，会場から大きな歓声が上がった。

くい面があったので，簡素化したポスターを作成・
印刷し，市内各店舗に張り出してもらおうと考え
ている。
テーマソングは，収集車の呼び出し音として活
用してもらいたいと考えている。現在，収集車は

（５）ブースによる情報公開

警笛の合図と共に市民がごみを持ってくるという

６月５日当日には，市の中央にある時計台広場

方法であるが，その警笛の代わりにテーマソング

に６つのブースを設営し，市民が自由に見ること

を使おうとするものであるが，収集車には CD プ

ができるように工夫した。メインゲストに農林大

レーヤーが装備されていないので，当面中心部の

臣を招へいし，ティンプー市長や環境部の主な人
たちが参加した。ブースは，市内唯一の大学，
NGO から２団体，市環境部，リサイクル企業で収

収集車から整備していく予定である。
（３）個別指導の実施
ビル前の歩道の清掃やドマの問題については，

集委託会社のグリーナーウェイ社，ポスター展示

ビルのオーナーを対象とした個別指導を進めてい

ブースからなり，それぞれ工夫を凝らした展示を

くこととしている。歩道の清掃やビルの柱をきれ

行った。

いに維持しているビルとそうでないビルがはっき
り分かれていることもあり，写真14に示したよう

３．普及啓発プロジェクトの実施に向けて

に，双方のビルオーナーを環境部に呼び，ヒアリ

このイベントの結果をうけて，今後以下のこと

が明確であった。その違いを際立たせるような

を実施することを検討した。なお，２種分別につ

リーフレットを作成し，各ビルに周知させると共

いては，現時点でも民間企業により十分に円滑に

に，定期的にモニタリングすることとしている。

ング調査を行ったところ，清掃に関する意識の差

進展しているものと判断されたので，今後は各工
程別のごみ搬入・処理量を記録し，その変化を詳
細に把握することによって，将来における適切な
処理システムを検討することとした。
（１）大学との連携の試み
イベント当日に多数の大学生が散乱ごみ対策に
参加し，ブースには教員も参加していたこともあ
り，街の美化にかかる共同研究を持ちかけたが，
− 38 −

４．今後の課題
本事業は今年度で３年目を迎え，埋立処分場の
改善工事もほぼ順調に進捗し，さらに市民に対す
る啓発活動にも着手することができた。
今後，ブータン王国における廃棄物対策を確立
するためには，以下のような取り組みを実施する
都市と廃棄物 Vol. 45. No. 9（2015）

ことが必要である。

力な方法となろう。

①地形的に最終処分場の確保が困難であること

②ティンプー市には優れた民間リサイクル企業

に鑑み，より効果的な中間処理施設を建設し

が誕生しており，行政と民間企業の連携の在

ていくことが必要である。特に医療廃棄物の

り方，民間企業に対する技術移転も重要であ

焼却施設がなく，そのまま埋め立て処分され

ろう。

ているため何らかの焼却処理が必要であろう
し，リサイクルが困難なプラスチックの減量

いずれにしても，今回の草の根の技術移転が一

化施設，さらにはティンプー市の大部分の住

過性のものに終わるのではなく，継続的システム

居が20～30世帯のビルディングであることか

として確立するように図ることが必要であろう。

ら，ビルディングごとのコンポスト処理も有

写真14
左のビルと右のビルはほぼ隣接した位置にあるのであるが，柱の美観には大きな違いがある。両方のビルオーナー
に市役所環境部に来てもらいヒアリングした。
（左のビルのオーナー）
・このビルは市の中心部にあるので，美観には十分配慮している。
・専用の掃除人を雇用し，外部は日に３回の掃除をするように指示している。
・ポスターの貼付は拒否している。
・オーナー自ら毎日チェックしており，時に従業員に強く指示することもある。
・ドマの石灰は，洗剤を付けたブラシで簡単に取れる。
・ドマの吐き出し対策としては，砂を入れたバケツを置くのが効果的。
（右のビルのオーナー）
・掃除人として１名雇用している。
・日に２回掃除を指示しているので，ビルの中はきれいに保たれているが，外の清掃までは手が回らない。

都市と廃棄物 Vol. 45. No. 9（2015）

− 39 −

