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今日話すこと

地球上の環境問題
ごみ減量推進会議
我々にできること

日本の国やメディアは
我々に本当のことを教えてくれない



地球は青かった



地球上の環境問題

• 温暖化

• 異常気象

• オゾン層破壊

• 大気環境

• 黄砂

• PM2.5

• 水質環境



オゾンホールの回復





フロンの回収はなぜ成功したか

• すぐ法律にした

• 法律がよく周知された

• フロンの出所がはっきりしていた

• 代替物質がすぐに見つかった

• 金額的負担が少なかった

• 等々・・・

代替物質が温室効果ガスという問題が残る



オゾンホールはなぜできるか

紫外線があたらないから

フロンはそんなに悪くない
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地球温暖化

温暖化とは何か

二酸化炭素、フロン、メタンなどにより地表の気温
が上昇すること



ＣＯ２は赤外線を吸収する



森林の減少



藍野短期大学



自動車のＣＯ２排出量





温暖化対策は難しい

• CO2はいろんなところから出る

• 代替物質がない

• 地球の大きな変化に人間が太刀打ちでき
るはずが無い

• 本当にCO2が悪いのか



温暖化はCO2のセイか？

• 理論的には一部正しい

• 電気を使えばいいと言うものでもない

• 大都市はなぜ沖縄より暑いのか

CO2排出量と温暖化は関係ない





PM2.5 偏西風に乗って日本へ

在中国日本国大使館HPより転載



WHO Air Quality Guidelines. Global update 2005
24時間曝露で人体に影響のない濃度：PM2.5として25μg/m3以下

24時間平均 PM10
（μg/m3）

PM2.5
（μg/m3）

住民への健康影響

暫定目標１ 150 75 死亡率が5％上昇する

暫定目標２ 75 50 死亡率が2.5％上昇する

暫定目標３ 50 37.5 死亡率が1.2％上昇する

指針値 20 25 死亡率が上昇しない



１日平均値が70㎍/㎥を超える場合

•必要でない限り外出は自粛
•屋外での激しい長時間の運動を避ける
•肺や心臓に病気のある人や高齢者、子どもは特に慎重に行動する

１日平均値が70㎍/㎥以下の場合

•特に行動の規制は必要ない
•病気のある人や高齢者、子どもは体調の変化に注意する

PM2.5の暫定基準値と行動の目安（環境省：2013年）

日本の環境基準35㎍/㎥の2倍までは大丈
夫？



WHO Air Quality Guidelines. Global update 2005
24時間曝露で人体に影響のない濃度：PM2.5として25μg/m3以下

24時間平均 PM10
（μg/m3）

PM2.5
（μg/m3）

住民への健康影響

暫定目標１ 150 75 死亡率が5％上昇する

暫定目標２ 75 50 死亡率が2.5％上昇する

暫定目標３ 50 37.5 死亡率が1.2％上昇する

指針値 20 25 死亡率が上昇しない



１日平均値が70㎍/㎥を超える場合

•必要でない限り外出は自粛
•屋外での激しい長時間の運動を避ける
•肺や心臓に病気のある人や高齢者、子どもは特に慎重に行動する

１日平均値が70㎍/㎥以下の場合

•特に行動の規制は必要ない
•病気のある人や高齢者、子どもは体調の変化に注意する

PM2.5の暫定基準値と行動の目安（環境省：2013年）

PM2.5により5％程度の国民は死んでもいい



越境汚染の濃度は、10〜32μg/m3

在中国日本国大使館HPより転載



受動喫煙は危険なレベル、
微小粒子状物質(PM2.5)濃度が
WHO基準の15~20倍
喫煙可の喫茶店：平均371μg/m3

最高566μg/m3



比較：交通事故死 年間4411人（2012年）



ここまでのまとめ

メディアや国の指針に騙されない

テレビで話をする人の言葉を簡単に信じない

正しいかどうか、自分で判断する

環境に配慮した行動が大事



平成21年6月

まちづくり研究会環境関連分科会が、

大阪狭山市生活環境グループに

提言書｢ごみゼロ大阪狭山をめざして」を提出

平成21年６月～平成22年9月

生活環境グループと環境関連分科会で意見交換会を18回開催

平成22年8月21日

ごみ減量対策推進会議の設立総会を開催（26名）

ごみ減量対策推進会議



大阪狭山市ごみ減量対策推進会議の全体像

市
（
行
政
）

ごみ減量対策推進会議

幹事会
推進会議の所轄事項
・ごみ減量 ・再資源化の推進 ・ごみの適正排出の指導・啓発
・その他市のごみ減量推進施策への協力活動

構成員・会長、副会長、部会長

資源ごみ
部会

焼却ごみ
部会

広報啓発
部会

（未組織）

企画調査
部会

（未組織）

学生研究
部会

（未組織）

廃棄物減量等推進員
活動内容；ごみ減量化資源化の推進活動 ・市民の美化意識の推進、啓発活動

適正なごみ処理の指導、啓発活動 ・その他市のごみ減量施策への協力活動

部会 特定事項の専門的な調査研究、啓発活動

市 民

報
告
・
意
見



①大野台４丁目自治会での水切りネット使用調査の実施（２０
１１年９月）

②生ごみ処理機の実態調査実施。

③「たい肥化利用」の促進

④提案

＊狭山池まつり実行委員会への提言

＊「ごみシール」枚数の削減

＊あまった「シール」（ごみ削減努力した人）の交換

ex.市内循環バス回数券、クーポン券

＊市民への削減のメリットがわかるようなＰＲ活動

＊「大阪狭山市ごみ減量強化月間」の設定。

ex.広報誌に特集記事掲載

これまでの活動



・第6回総会(8月29日)の開催

・毎月第3土曜日に各部会を開催

・啓発活動の推進

産業まつり(環境・リサイクルフェア)

狭山池まつり（ごみ分別・イベントゴミ減量）

・ごみ減NEWSの発行(年2回発行)

・水切りグッズアンケート調査実施

・｢ごみの分け方・出し方｣パンフレットの見直し（毎年）

H27年度の活動









南河内地域のごみ排出量 (g/人・日)
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ごみ減量推進会議発足

大阪狭山市 2.52

河内長野市 2.68

富田林市 2.57

河南町 2.61

太子町 2.86

千早赤阪村 2.85

世帯当たりの人数



大阪狭山市一般廃棄物処理基本計画～チャレンジ40～

①ごみ排出量 39％削減

②リサイクル率 36％達成
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平成24年度 目 標

（t/年）

もえるごみ 粗大ごみ 資源ごみ 集団回収

実績←｜→将来目標

方 策 役 割 及 び 内 容

環境意識の向上

買う前に本当に必要なのかを考え、不要なものを買わ
ない。また、分別の際には識別マークをきちんと確認
し、適切な分別を行う。

身近にできることを自ら選択し関わっていくことで、
４Ｒを実践していく。

資源等分別
回収の促進

古紙・古布類等については、自治会などの登録団体が
行っている集団回収へ出すようにする。

販売店等で引き取り可能なものは、極力引き取っても
らい、適正なルートでの処理・再生を行う。

リターナブルビンについては、販売店等に戻すように
する。

トレイ、牛乳パック等の店頭回収を積極的に利用する。

市が実施するごみの分別収集に協力し、分別区分ごと
の正しいごみの出し方を行う。

生ごみの排
出抑制

計画的に食品を購入し、賞味期限内に使い切るように
するとともに、料理は作る分量を工夫するなどしてご
みを極力少なくする。

水切りネットを使用するなどして、ごみ袋に入れる前
にしっかり水切りをする。

過剰包装の
自粛

シャンプーなどは詰め替え用を利用し、簡易包装に協
力する。

マイバッグを持参し、余計なレジ袋などの過剰包装は
断る。

使い捨て製品の
使用抑制

使い捨て製品の使用を抑制する。また、できるだけ物
を無駄に消費しない生活スタイルを心がける。

再生品、
不要品の再使用

日用品は、再生品を使用するように努める。

フリーマーケットやバザーを活用し、要らなくなった
ものは必要とする人に譲る。

平成40年度に



紙類

厨芥類

大阪狭山市のごみ組成（もえるゴミH24調査）

・厨芥類の80％は水分。
・紙類は古紙回収。



ごみ減量の工夫

★不要なものを買わない
・買う前に本当に必要なのか考える

★分別を徹底する
・識別マークを確認して、キチンと分別する

★過剰包装を断る
・シャンプーなどは詰め替え用を利用し、簡
易包装に協力する。

★買い物袋を持参する
・マイバッグを持参して、レジ袋を断る

★生ごみは水切りをする
・ごみ袋に入れる前にしっかり水切りする

福井県のホームページより



環境に配慮した行動

タバコ吸わない 喫煙者のそばへ行かない

自家用車の使用を控える

テレビを見ない

レジ袋はもらわない

いらなくなったものは誰かにあげる

生ごみを出さない

古紙回収を増やす

環境教育

講演

住民への啓発

学生への教育

家庭での教育

我々にできること（池田家の場合）

ごみの量を減らす



まとめ

メディアや国の指針に騙されない

環境に配慮した行動が大事

ごみ減量は市民全員が取り組める環境活動

環境系団体が協力して進めることが重要


