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Ⅰ  実施概要 

１．これまでの背景とねらい  

●人口の増大が続く世界全体の課題として資源の効率的な活用が強く言われる中、2015年

に国連で採択されたＳＤＧｓ「持続可能な開発目標」でも、循環型社会構築の重要性が、

目標 12「つくる責任 使う責任／持続可能な生産と消費形態を確保する」の 12.2「2030

年までに、天然資源の持続可能な管理及び効率的な利用を達成する」、12.5「2030 年まで

に、廃棄物の発生防止、削減、再生利用及び再利用により、廃棄物の発生を大幅に削減す

る」そして 12.8には「人々があらゆる場所において、ライフスタイルに関する情報と意識

を持つ」と示されている。 

 また、様々な課題の解決には、ＳＤＧｓ目標 17「パートナーシップで目標を達成しよう」

とあるように、市民・事業者・行政の連携による取組が重要と考え、市民の３Ｒに関する

普及啓発の担い手として「３Ｒ市民リーダー育成」を貴連絡会と連携して 2011年から実施

してきた。 

 ＳＤＧｓの目標達成に向けて、情報を知るだけでなく一人一人の行動の変革、特に商品

選択の購買行動につながることが求められているという認識で、今年度は事業を推進して

きた。 

 

●以下に、これまでの事業の経緯を簡略に示す。 

〇2011～2012年度は、市民参加で開発した「リサイクルの基本」冊子を有効に使用し、新

たな市民リーダーに容器包装３Ｒと分別、再資源化、再商品化の循環を学ぶ場を設定。市

民目線の講座プログラム３種を開発、改良し、一般向け普及啓発実践の場も設けた。 

〇2013年度は、「３Ｒ市民リーダー・スキルアップ事業」を実施、出張講座を積極的に展

開し、さまざまな地域で９回の３Ｒ講座を開催した。 

〇2014年度からは、すそ野の拡大をめざし、自治体のリサイクル担当部署や関連施設と連

携。地域で普及啓発を率先して担う３Ｒ市民リーダーを育成してきた。2014年度は相模原

市と国分寺市、2015年度は越谷市とさいたま市、2016年度は千葉市と松戸市、2017年度
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は荒川区、2018年度は新宿区で育成講座を開催、各地で新規３Ｒ市民リーダーが誕生した。 

○2016年度には、過年度育成の３Ｒリーダーのフォローアップや、貴連絡会による「容器

包装の機能と最新３Ｒ情報」の提供を４回実施。初代先輩３Ｒリーダーたちによる新クイ

ズ追加問題作成や表現の見直しも行った。 

○2017年度は、新しく自治体の資源循環や清掃リサイクル等部署の担当者向けの情報提

供・意見交換の会合を２回開催。また、これまでに育成講座を修了した３Ｒリーダーに、

各地での出張講座や研修会への参加を呼びかけ、かなりの参加を得た。 

 

●上記のような経緯と危機感を踏まえて、この事業の波及効果をより高めることを念頭に、

2018年度は新たに、過年度育成のリーダーを対象に３Ｒリーダースキルアップ研修を実施

し、情報の更新、講座実施のスキルアップ、リーダー間の交流をはかった。自治体の資源

循環や清掃リサイクル等部署の担当者向けの情報提供・意見交換の会合開催は継続、２回

開催した。以下、詳細内容を報告する。 
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２．実施一覧 

 

2018 年 
新宿区新規 

リーダー育成 

自治体担当者 

向け意見交換会 
出張講座・出展 情報提供・研修・他 

４月  

 

   

５月   30（水）文京区 eco

カレッジ 

20（日）荒川区リーダ

ー実践発表（環境・清

掃フェアあらかわ） 

＊前年度育成 

24（木）ビンゴ実演、

情報提供（町田市） 

31（木）情報提供 

（徳島市） 

６月 

 

 

  2（土）3（日）エコ

ライフフェア（代々

木公園） 

14（木）３Ｒリーダー

スキルアップ研修 

７月  

 

20（金）第１回自治

体担当者向け意見

交換会 

 18（水）情報提供 

（消費者協会講座） 

８月  

 

   

９月 

 

 

1（土）第１回３Ｒ

リーダー育成講座 

15（土）第２回３Ｒ

リーダー育成講座 

 22（土）子どもとた

めす環境まつり（中

央区） 

15（土）情報提供 

（いたこ市） 

10 月 

 

 

6（土）第３回３Ｒ

リーダー育成講座 

14（日）３Ｒ推進キ

ャンペーンイベン

ト実践発表 

 12（金）３Ｒ推進全

国大会（富山） 

27（土）まつざわふ

れあいリサイクルフ

ェア（世田谷区） 

5（金）東京 PACK 2018 

情報提供 

23（火）アジアパシフ

ィック３Ｒ ＮＧＯ大

会情報提供 

30（火）ビンゴ実演、

情報提供（愛川町） 

11 月 

 

   13（火）容器包装研修

会 

16（金）上尾市 

情報提供 

12 月 

 

  

 

7（金）エコプロ 2018

（東京ビッグサイト） 

 

2019 年 

１月 

   

26（土）まちの先生

見本市（新宿区） 

 

29（火）さいたま市 

情報提供 

２月 

 

 

 26（火）第２回自治

体担当者向け意見

交換会 

 容リ協ニュース№80

のインタビューで本事

業を紹介 

３月 
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３．概要・名簿 

（１）事業内容の検討 

３/29（木）貴連絡会と新旧引き継ぎ、企画打合せ 

（中田様、加藤様、森口様、鬼沢、足立） 

４/２（月）貴連絡会へ 2018年度企画書提出 

【事業概要】 

①自治体と連携した３Ｒ普及啓発 

・新規育成は、新宿区を予定 

・過年度の地域・３Ｒリーダーのフォローアップとして、スキルアップ研修を実施 

②自治体担当者への最新情報の提供と普及啓発に関するニーズの把握 

・これまでの連携自治体と首都圏近郊の自治体担当者向けセミナー（意見交換会） 

③貴連絡会のブース展示会場、および出張講座で普及啓発を実施 

・３Ｒ普及啓発対象自治体や首都圏で５回程度 

④元気ネットに講演依頼があった会場で、貴連絡会が８素材の情報提供をする 

・詳細は要相談 

 

（２）新規３Ｒ市民リーダー育成講座実施概要・名簿 

【新宿区】 

 ●会合開催 

９月１日（土）第１回会合 

９月 15日（土）第２回会合 

10月６日（土）第３回会合・交流会 

 

 ●実践発表 

10月 14日（日）３Ｒ推進キャンペーンイベントにて実践発表 

 

 

 

 

 

 

 

（３）自治体担当者向け容器包装の３Ｒと普及啓発に関する意見交換会 

●会合開催 

  ７月 20日（金）第１回意見交換会 

  2019年 

２月 26日（火）第２回意見交換会 

 

  

●新規リーダー名簿 

石川 和美      上野 昭子     亀割 英世     四海 こずえ     

下山田 恵子     中村 君枝     新田 怜弥     鱒沢 毅       

森屋 敏明      吉田 貴子 
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（４）出張講座 

５月 30日（水）出張講座① 文京区 eco カレッジ 

６月２日（土）・３日（日）出張講座② エコライフフェア（代々木公園） 

９月 22日（土）出張講座③ 子どもとためす環境まつり（中央区） 

10月 12日（金）出張講座④ ３Ｒ推進全国大会（富山） 

10月 27日（土）出張講座⑤ まつざわふれあいリサイクルフェア（世田谷区） 

12月７日（金）出張講座⑥ エコプロ 2018（東京ビッグサイト） 

１月 26日（土）出張講座⑦ まちの先生見本市（新宿区） 

 

（５）３Ｒ市民リーダー名簿（過年度の育成講座修了者中、過去２年間に出張講座・研修

会等に参加、活動実績のある方） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

●初年度メンバー 

秋田 さかえ 杉並消費者グループ連絡会 

秋葉 友紀子 世田谷区消費生活課区民講師 ひとえの会 

植木 恭子  柏市の財政を考える会 

衣川 信子  新宿環境リサイクル活動の会（ｴｺｷﾞｬﾗﾘｰ新宿もったいないチーム） 

鈴木 栄美子 世田谷区消費生活課区民講師 ひとえの会 

 

●個別研修修了生 

田中 雅子  世田谷区消費生活課区民講師 ひとえの会 

 

●越谷市 

伊藤 ふさ江    岩佐 侃     黒田 美智子   小池 清 

御所野 三代子   高田 陽子    高山 津     冨沢 二三子 

 

●松戸市 

齋藤 通子     山崎 恵     武笠 紀子 

 

●荒川区 

渋谷 友子 

 

●新宿区 

下山田 恵子     鱒沢 毅     吉田 貴子 
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（６）情報提供、研修、その他 

５月 24日（木） ビンゴ実演, 情報提供（町田市消費生活センター運営協議会） 

５月 31日（木） 情報提供（徳島市） 

６月 14日（木） ３Ｒリーダースキルアップ研修 

７月 18日（水） 情報提供（消費者協会講座） 

９月 15日（土） 情報提供（いたこ市） 

10月５日（金） 東京 PACK 2018 

10月 23日（火） アジアパシフィック３ＲＮＧＯ大会情報提供 

10月 30日（火） ビンゴ実演、情報提供（愛川町） 

11月 13日（火） 容器包装研修会（「まとめ」資料①） 

11月 16日（金） 上尾市情報提供 

2019年 

１月 29日（火） さいたま市情報提供 

２月末          容リ協ニュース№80のインタビューで本事業を紹介 
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Ⅱ． 実施内容 

 

１．新規３Ｒ市民リーダー育成講座【新宿区】 

■経緯 

５/22（火）新宿リサイクル活動センターにて、所長の今関様、ご担当の中村様と新規

市民リーダー育成について打ち合わせ。 

          ・実施予定日：９/１（土）、15（土）、10/6（土）各回とも９時半開始 

・会場：新宿リサイクル活動センター（新宿区高田馬場 4-10－2） 

・実践発表：10/14（日）新宿西口イベントにて 

・新宿区の広報７/15号で募集（定員８人）、締切は７月末 

７/15（日） 新宿区３Ｒリーダー育成講座の広報を開始。 

新宿区報７/15号で募集中（定員８人）、締切は７月 31日（火） 

７月下旬～８月上旬 新宿区３Ｒリーダー育成講座の参加者（10 名）を確認。 

実践発表を予定している 10/14（日）新宿西口イベントのブースの確保、 

レイアウト等について打ち合わせ。 

７月下旬～８月上旬 秋の出張講座、新宿区新規リーダー育成講座の指導等について、 

先輩３Ｒリーダーの日程調整。 

  ８月中旬～下旬 新宿区３Ｒリーダー育成講座用資料等作成（台本の一部修正等） 
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■新宿区３Ｒリーダー育成講座 第 1回 

 日程：2018年９月１日（土）９：30～12：00 

 場所：新宿リサイクル活動センター（新宿区高田馬場４-10－２） 

内容：・新宿リサイクル活動センター所長 今関様ご挨拶 

   ・３Ｒ推進団体連絡会 森口様ご挨拶 

・講座の趣旨説明（鬼沢）、メンバー確認、自己紹介 

・元気ネットの活動と３Ｒについて講義（鬼沢） 

・３Ｒ講座実演、質疑応答 

・講座練習、模擬講座発表 

・振り返り（参加者感想、森口様講評）、今後の日程確認等 

参加者：（敬称略） 

[新規リーダー] 下山田 恵子、新田 怜弥、鱒沢 毅、亀割 英世、森谷 敏明 

             上野 昭子、四海 こずえ、吉田 貴子、中村 君枝、石川 和美 

[新宿リサイクル活動センター] 今関 隆也、中村 明子 

  [連絡会] 森口 夏樹 

    [３Ｒリーダー] 秋葉 友紀子、衣川 信子 

  [元気ネット] 崎田 裕子（オブザーバー）、鬼沢 良子、足立 夏子 

 

【第１回の様子】 
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【新規リーダーの感想】 

・分別もわかっているようで、わかっていないこともあり、勉強になりました。自分では、

気づいていない他の方からの質問も参考になりました。 

・ビンゴクイズは難しさもあり、楽しさもあり、伝え方の工夫の必要性を感じました。 

・まだまだ分別、資源のことで知らないことがありました。 

・クイズや講座の内容は、知ることが楽しく工夫されていて、良いきっかけになると思い

ました。 

・どんな方法で３Ｒ啓発をピーアールするか、いつも考えていましたが、本講座まさに「目

からうろこ」でした。ＮＰＯ法人の方も良く勉強していることが分かりました。しかも、

現場を良く見ているのが分かりました。 

・区域により分別が違うことが気になった。 

・リサイクルとの言葉はよく耳にするが、へーと感心すること、いままで知らなかったこ

とが多々ありました。まだ基本知識が分らないため、それから勉強しないといけないと思

った。 

・とても楽しかったです。ごみは、地球全体として考える大切な問題で、多くの団体が熱

心に取り組んでくださって、ありがたいと思いました。 

・分別の奥の深さに驚きました。皆さんの積極的な意見にも驚きました。 

・知識豊かな方々とご一緒できて、とても勉強になりました。 

・クイズは、フリップ持ち役をやりましたが、（前にやったチームのチームワークがすごい

と思いました。）指が邪魔だったかなとか、角度は見やすいかなど、自分がもっと理解しな

いとうまく伝えられないですね。 
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・３Ｒセミナーは、何をやるのか分らず参加しましたが（すみません）、３Ｒの活動を広め

るため、正しい知識を持って伝える人を育てるセミナーだと分かりました。模擬は台本を

見ずに行うのは難しいだろうと感じました。 

・「リサイクルとは」が、少し理解できたと思います。ごみは少ない方だと思っていました。

分別の方法が確認できて良かったです。楽しい会で、良かったと思います。 

・身近なごみの分別、その後のリサイクルのこと分かりやすく楽しみながら学べました。 

子どもたちや、もっと広く多くの人にも知って欲しいと感じました。 

 

【先輩リーダー】 

・何回やっても緊張してしまうのに、皆さん声も大きくアドリブもあり、落ち着いていて

とても良かったです。 

・森口さんにアルミ缶、スチール缶のお話を直接していただけたのも良かったです。ご意

見も活発に出て、これからが楽しみです。（次回は、落ち着いてやります。） 

・多くの方が参加してくださっているのに驚いた。 

・皆さま、本当に上手で、２回ほど練習しただけだが、このままイベントに出られるかと

思った。 

・皆さま、知識もあり、舞台度胸もある方々なので、アレンジを加えていただき、より良

くして行っていただきたい。 

 

【事務局より】 

 当初、心配された参加者募集であったが、予定の８人を超えて 10人でのスタートとなっ

た。参加者は、３Ｒに関する活動に携わっている方や地域のスクールコーディネーターの

方など何らかの活動に参加している方から一般の区民の方までバラエティに富んでいて、

新規３Ｒリーダー育成にかけるリサイクル活動センターの意気込みが感じられた。 

 模擬発表の練習では、初めて会った方々が多いにもかかわらず、和気あいあいとした雰

囲気で、発表の際には笑顔でアドリブを利かす余裕のある参加者もいた。 

 参加者の感想からは、「まだまだ知らないことがありました」「（啓発の方法が）目からう

ろこだった」「楽しい会で良かった」など知識や情報を身につける意欲や、学習や人に伝え

ることを楽しくやろう！という姿勢が見て取れ、今後に大いに期待が持てる。 

  



11 

 

■新宿区３Ｒリーダー育成講座 第２回 

 日程：2018年９月 15日（土）９：30～12：00 

 場所：新宿リサイクル活動センター（新宿区高田馬場４-10－２） 

内容：・新宿リサイクル活動センター 中村様ご挨拶 

   ・「リサイクルの基本」解説、質疑応答 

・ビンゴ練習、実演（３グループ） 

・どこへ行くのかな？ゲーム新宿版練習、実演 

・感想記入 

・今後の日程確認等 

参加者：（敬称略） 

[新規リーダー] 下山田 恵子、新田 怜弥、鱒沢 毅、亀割 英世、森谷 敏明 

             上野 昭子、四海 こずえ、吉田 貴子、中村 君枝、石川 和美 

[新宿リサイクル活動センター] 中村 明子 

    [３Ｒリーダー] 秋葉 友紀子、衣川 信子 

  [元気ネット] 崎田 裕子（オブザーバー）、足立 夏子 

 

【第２回の様子】 
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【新規リーダーの感想】 

・区のルールに従ってやっていたつもりが、違っていたことに気づき、自己判断でやって 

いたのだなと反省。間違った伝え方をしないように「リサイクルの基本」や区のルールを

きちんと頭に入れないといけないと思いました。まだまだ学びが必要です。 

・実際に会場などでクイズをやる場合のポイントが難しいですが、わかりやすくアドバイ

スしていただきありがとうございました。 

・分別もまだ「へー」が多いので気をつけたいです。 

・分別が多岐にわたり、気をつけなければいけない事がわかった。 

・まだまだ基礎知識がなく～だからこの物は～との分別が難しい。理論を勉強、理解しな

いと…。 

・実物を使っての分別は、とてもわかりやすく楽しかったです。マークを確認することを

意識づけしていきたいです。 

・知れば知るほど驚く事ばかりです。知識が少しずつですが増えてきました。人に伝える

ときはシンプルで分かりやすい事が重要と感じました。 

・打ち解けてきて楽しかった。少しずつ知識が増えていくのでうれしい。 

・「どこに行くのかなゲーム」では実際説明する側になると、悩んでしまいました。 

繰り返しローテーションで分けてもらう側と、説明する側を行うと覚えが良いかもと思い

ました。 

・本日は遅れましたのでクイズの実演からの参加でした。まだまだ分別に？が多いです。 

 

【先輩リーダー】 

・皆さん上手なので 細かいところをなおしていただけるように言ってみたのだが、なか

なか伝わらず、指摘してあったのと同じところを本番でなおされたりしてしまった。教え

るのは難しいと実感しました。どうやったら伝わるのかをもう少し考えていきたいと思っ

た。 

・皆様慣れていらっしゃるのか、人前を恐れず、声もはっきりしていてとても頼もしく感

じました。 

・本日初めて参加しましたが資料も全てそろっていて（資源ごみ一覧新宿バージョンもあ

った）やりやすかったです。ただ瓶の問題が卵でなかったりなど一部とまどいもありまし

た。 
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・パネルの持ち方は縦に問題と答えを一覧に見せるのか、横に問題と答えを並べて見せる

のかなど、せめて問１～問３までは統一したほうが見やすいと思いました。 

・ごみ品目別一覧があって、確認しやすくて良かったです。皆さん堂々としていました。 

物やカードを入れ替えるのは、イベント会場風の臨場感があり、良かったです。 

実力発揮の場面が見られるのを楽しみにしています。 

 

【事務局より】 

 ２回目の今回は、「リサイクルの基本」の解説の後、３チームに分かれて３Ｒdeビンゴ

の練習を行い、実演も行った。３グループに分かれたことで、一人一人の役割が多くなり、

少し大変かと思ったが、お互いに補い合い、助け合って発表することができていた。 

 ビンゴに続いて、「どこへ行くのかな？」ゲームの新宿区版の実演を行った。この新宿区

版作成に当たっては、新宿リサイクル活動センターに全面的な協力をいただいた。新規リ

ーダーの皆さんは、地元でも、分別について勘違いや日ごろ間違っていた点等にみずから

気がつくなど、かなり、収穫があったと思われる。 

 新宿区の皆さんは、積極的に楽しみながら学ぶ姿勢があり、今日はチームワークも見ら

れた。第３回、実践発表に期待したい。 

 

 

■新宿区３Ｒリーダー育成講座 第３回 

 日程：2018年 10月６日（土）９：30～12：30 

 場所：新宿リサイクル活動センター（新宿区高田馬場４-10－２） 

内容：・新宿リサイクル活動センター所長 今関様ご挨拶 

   ・３Ｒ推進団体連絡会 川村様ご挨拶（連絡会紹介ＰＰＴ） 

・メンバー確認（連絡会、センター、新規リーダー、元気ネット自己紹介） 

・容器包装の３Ｒ情報提供（森口様ＰＰＴ）、質疑応答 

・講座練習、模擬講座発表（どこへいくのかなゲーム、３Ｒクイズ de ビンゴ） 

・振り返り（参加者感想、連絡会講評、アドバイス等） 

・実践発表について（参加者確認等） 

・交流会 

参加者：（敬称略） 

[新規リーダー] 下山田 恵子、鱒沢 毅、亀割 英世、 

             上野 昭子、四海 こずえ、吉田 貴子、中村 君枝、石川 和美 

[新宿リサイクル活動センター] 今関 隆也、中村 明子 

  [連絡会] 川村 節也、森口 夏樹、後藤 拓志、田中 希幸、 

       秋野 卓也、久保 直紀、中田 良平 

    [３Ｒリーダー] 秋葉 友紀子、衣川 信子 

  [元気ネット] 崎田 裕子（オブザーバー）、鬼沢 良子、足立 夏子 
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【第３回の様子】 
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【新規リーダーの感想】 

・発表の際、何度も練習をしてきたはずなのに途中で意識が飛んでしまいました。 

自分の中で理解していないと伝わるものも伝わらないと思いました。学びなおします。

10/14 の実践発表は参加できず申し訳ありません。 

・大変、大変、勉強になりました。14 日は皆さんの足をひっぱらないように…しっかり知

識を身につけるように努力します。 

・最終日の各リサイクル協議会のお話は大変おもしろく、ためになった。ありがとうござ

いました。 

・分別の重要さがわかりました。いろいろとご準備ご苦労さまでした。 

・３日間ありがとうございました。とても勉強になりました。 

・ありがとうございました。においのある物の捨て方は今回初めて知りました。 

・３回ともそれぞれに楽しかったです。とても勉強になりました。 

【先輩リーダー】 

・発表の際、覚えてきた問題ではない問題を担当したり、人前での初めての発表で緊張さ

れていたようですが上々のすべり出しだと思います。私ももう少し、しっかり指導できる

よう勉強します。 

・毎回勉強になり有り難いと思っています。新宿区のリーダーさん達が活躍するのを楽し

みにしています。 

 

【事務局より】 

 最終回の今回、新規リーダーの皆さんに、３Ｒクイズ de ビンゴとどこへいくのかなゲ

ームの二つを実演していただいた。連絡会の皆さんを前に緊張したのか、第 1 回、第２回

に比べてむしろぎこちなかったり、言い間違いがあったりした。しかし、全体としては、

悪い出来ではなかったが、事前学習に個人差が見られた。 

 新宿の新規リーダーの皆さんは、学習意欲も高く、伝えようという意識の方が多いので、

あとは場数を踏んでいけば、良い「伝え手」になれると思う。 

貴連絡会からの情報提供や質疑応答については、より詳しい情報を求めている方もいて、

直接回答いただいたことで、満足感があったと思われる。ありがとうございました。 

 

 

■新宿区３Ｒリーダー 実践発表 

 イベント名：３Ｒ推進キャンペーンイベント もったいないぞ日本！ 

日程：2018年 10月 14 日（日）11：00～16：00 

 場所：新宿駅西口広場イベントコーナー 

内容：３Ｒクイズ de ビンゴ 

参加リーダー：秋葉友紀子、鈴木栄美子、秋田さかえ、田中雅子 

 元気ネット：鬼沢良子、足立夏子 

 クイズ参加者：200名以上 
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【実践発表の様子】 
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【新規リーダーの感想】 

・本日、初参加でした。先輩のデモンストレーションとフォローのおかげ様で、楽しく来

場者の方とやりとり出来た気がします。ありがとうございました。内容を、まだきちんと

自分のものにしていないので、説明があやふやでした。 

・出来たところ：先輩リーダーがついてくれたので、原稿を覚えていなかったが、まぁま

ぁ出来た。 

・出来なかったところ：全体の流れが、初めてなので判らずまごついたところあり→次回

からうまく行くと思う。 

・前のグループとの関係がうまく出来なかった。初めてとしては、良く出来たと思われる。 

・初めてで緊張しましたが、楽しく行うことができました。つたなくて、みなさんに協力

して頂き、終わることができました。ありがとうございました。 

・疲れたけど、楽しかった。シャンプーボトル詰め替えの重量の問題は、簡単そうで、そ

うではなく、書いてある事だけを言うように注意されて納得しました。スチール缶の説明

はできたと思います。 

・同じ問題を、何度も繰り返すうち、よく頭に入りました。現場で学ぶことは多いです。

思いのほか、たくさんの人が来てなかなかやりがいがありました。 

 

【先輩リーダー】 

・予想よりも多くの方々が来て下さり、クイズの出題も、急いでやらなければいけない状

態だった。そこをうまく伝えて急いでやって頂くのが難しく、大渋滞となってしまった。 

・みなさん、イベントは初めてだったが、１回の主題ごとにどんどん上手になって、それ

もお伝えできれば良かった。 

・各問に続く流れが、その人によって滞ったりした時、もう少し上手にアドバイスが出来

たら良かった。来場者が多く、全体のさばき方がうまくいかなかった。新宿の担当の方が、

熱心に呼び込んでくれていたのでたくさん集まった。 

・今回、初めて新しい方々と一緒し、正確に伝えられないこと、とまどうことが多く反省

がたくさんあります。わかっているようで、細かいことまで正確に覚えていなかったので、

突然振られると困ったり、逆に「あっ、違う」と思って伝えることも多く、自分のために

もなった。人のチェックをして、おのれを正す、といったところか。 

・新しい皆さんからも学ぶことが多かった。話し方、声のトーン、コミュニケーション等。 

・新宿の新規リーダーの皆さまは、大変覚えが良く、一回見本を見せたら、その後はご自

身で出来たので素晴らしいと思いました。声も聞こえやすい方が多く、これからたくさん

活躍していただけたらと思います。 

・いろいろ解説も必要ですが、最終的にはこのイベントブースの目的“ごみにしないで、

リサイクルしよう”という思いを持ってやって欲しいという事を伝えました。（原稿に書い

てありますか？とも言われましたが） 

 

【事務局より】 

 スタート時から、大変な人だかりとなったが、出張講座・イベント経験の多い３Ｒリー

ダー４人を配置して、マンツーマン体制でビンゴクイズを実施したところ、最初は先輩リ
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ーダーが説明すると、次はそれをまねて新宿の新規リーダーが話し、間違いがあればその

場で修正するというやり方で、どんどんうまくなっていくのが感じられた。 

 新宿リサイクル活動センターの中村さんが、最初から最後までブースにはりついて、参

加者の呼び込みや物品の入替え等を担当してくださった。クイズに必要な物品やパウチ等

もセンターの方でご用意いただき、体制は整ったと言える。 

今後、新宿リサイクル活動センターが新規リーダーの活動の場をできるだけ多く提供し、

新規リーダーが新宿区の３Ｒの普及啓発の一翼担うことを期待したい。 
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２．自治体担当者向け意見交換会 

■第 1回容器包装の３Ｒと普及啓発に関する意見交換会（自治体担当者向け） 

 日程：2018年７月 20日（火）13：30～16：30（～懇親会 17：00） 

 場所：乳業会館３階 Ｃ会議室（東京都千代田区九段北１－14－19） 

内容：・容器包装の３Ｒに関する最新情報 

・３Ｒの普及啓発に関する事例紹介 

・意見交換 

参加者：（敬称略） 

[自治体] 港区、東大和市、新宿区、越谷市、千代田区、町田市（６自治体 計８名） 

  [連絡会] 川村節也、山田晴康、森口夏樹、後藤拓志、田中希幸、秋野卓也、 

久保直紀、中田良平 

  [元気ネット] 鬼沢良子、足立夏子、中岡悦子 

 

【プログラム】 

13：30  開会 ３Ｒ推進団体連絡会よりご挨拶（川村幹事長） 

出席者自己紹介（氏名と所属） 

13：40  ３Ｒ推進団体連絡会事業紹介（川村幹事長） 

13：50  情報提供①（森口担当理事、全体・ガラスびん・ＰＥＴ・紙製容器・プラ） 

  補足説明・質疑応答 

  情報提供②（森口担当理事、スチール缶・アルミ缶・飲料用紙容器・段ボール） 

  補足説明・質疑応答 

15：30  －休憩－  

15：40  市町村と連携した３Ｒ普及啓発事例紹介（元気ネット鬼沢） 

     質疑応答、意見交換 

16：35  閉会 

16：35  名刺交換、個別質問（懇親会） 

 

【質疑応答、意見交換の様子】 
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【事務局より】 

 今回は昨年度の経験を活かし、少人数で活発な質疑、意見交換を行うことをねらいの一

つとして開催した。６自治体８人と、参加人数もちょうど良く、また、この４月に担当に

なった方あり、４年目というベテランの方ありで、質疑の内容も基本的なところから、現

場での経験から生まれた疑問ありと、バラエティーに富んだ内容となったと言える。 

参加自治体の皆さんは、以前顔を合わせたことのある方もいらっしゃり、全体に和やか

で率直な雰囲気であった。 

貴連絡会の情報提供の時間を短めにし、補足説明と質疑を行うことで、ほぼタイムテー

ブル通りに進行し、普及啓発に関する意見交換についても時間を割くことができた。自治

体の皆さんも、具体的な課題やそれに対する実際の対策・対応、成功事例などを共有する

ことができ、今後の地域における普及啓発のヒントとなったと思われる。（資料①参照） 
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■第２回容器包装の３Ｒと普及啓発に関する意見交換会（自治体担当者向け） 

 日程：2018年２月 26日（火）13：30～17：00 

 場所：乳業会館３階 Ｃ会議室（東京都千代田区九段北１－14－19） 

内容：・容器包装の３Ｒに関する最新情報 

   ・ＰＥＴボトルの中国事情視察報告 

・３Ｒの普及啓発に関する事例紹介 

・意見交換 

参加者：（敬称略） 

[自治体] 新宿区、松戸市、越谷市、横浜市、町田市（５自治体 計８名） 

  [連絡会] 川村節也、山田晴康、森口夏樹、後藤拓志、田中希幸、 

秋野卓也、宮澤哲夫、久保直紀、中田良平 

  [元気ネット] 鬼沢良子、足立夏子、磯田都美子 

 

【プログラム】 

13：30  開会 ３Ｒ推進団体連絡会よりご挨拶（川村幹事長） 

出席者自己紹介（氏名と所属） 

13：40  ３Ｒ推進団体連絡会事業紹介（川村幹事長） 

13：50  情報提供①（森口担当理事、全体・ガラスびん・ＰＥＴ・紙製容器・プラ） 

  補足説明・質疑応答 

  情報提供②（森口担当理事、スチール缶･アルミ缶･飲料用紙容器･段ボール） 

  補足説明・質疑応答 

15：05  －休憩－  

15：15  ＰＥＴボトルの中国事情視察報告（秋野専務理事）、質疑応答 

16：00  市町村と連携した３Ｒ普及啓発事例紹介（越谷市、元気ネット） 

     質疑応答、意見交換 

16：50  名刺交換、個別質問 

17：00  閉会 

 

【質疑応答、意見交換の様子】 
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【事務局より】 

 この意見交換会は、2017 年度から始めて通算４回目となり、複数回出席の方も出てきて

いる。今回の参加者の中には、第１回（7/20）に参加し、非常に有意義だったのでまた申

し込みたいという方がいた。2017年度の反省を踏まえ、2018年度は発言しやすい雰囲気づ

くりを目指し、少人数での開催としたことが功を奏したと思われる。 

 貴連絡会からの容器包装についての新鮮な情報の提供があり、今回は更にＰＥＴボトル

中国視察報告もあり、充実した内容となったと考える。 

 また、３Ｒ市民リーダー育成事業で連携した自治体の担当者が参加することで、成功事

例の紹介やノウハウの共有もはかることができ、他の自治体への刺激にもなっている。 

 会の最後に名刺交換と個別質問の時間を設けたことも、打ち解けて交流するために効果

があったと受け止め、今後の開催スタイルに活かしていきたい。（資料②参照） 
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３．出張講座 

 

①文京区「文京 ecoカレッジ」リサイクル推進サポータースキルアップ講座 

経緯：５月～６月の文京区の「文京 ecoカレッジ」リサイクル推進サポータースキルア

ップ講座にて、鬼沢が全４回の連続講座中３回を担当。内２回で３Ｒクイズ deビ

ンゴの練習、実演等を行った。５/30には先輩リーダー３名が、スタッフとして参

加し、短時間での育成の実践を経験した。担当の方からは、３Ｒビンゴを文京区

のイベントで３Ｒ推進活動に 取り入れたいという感想をいただいた。 

【５/30の様子 】            【6/13の様子】 

   

 

②エコライフフェア 2018 

 日程：2018年６月２日（土）・３日（日） 

 場所：代々木公園ケヤキ並木およびイベント広場 

    ＮＰＯ・ＮＧＯゾーン 番号 Ｄ－１２ 

（３Ｒ活動推進フォーラムのブースにて実施） 

内容：３Ｒクイズ de ビンゴ 

  参加リーダー（敬称略）： 

   衣川信子、齋藤通子、渋谷友子、岩佐侃、伊藤ふさ江、御所野三代子、黒田美智子 

   秋田さかえ、秋葉友紀子、田中雅子、冨沢二三子、高田陽子 

  元気ネット：鬼沢良子、足立夏子、磯田都美子 

  クイズ参加者：318 名（２日間合計） 

 

【６月２日（土）の様子】 
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【６月３日（日）の様子】 
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【リーダーの感想】 

・暑い中だったが、しっかり楽しく容器包装について伝えられたと思う。 

・参加者から「なるほど！だから分けるのね。」などのコメントがもらえ、やりがいのある

１日だった。 

・子どもたちの関心も高く、環境教育がしっかりなされているのだと感じた。 

・参加者が多く、やりがいを感じられ嬉しかった。健康第一で、また参加したい。 

・今年は昨年より若干参加者が少ないと感じたが、その分、丁寧に説明ができ、楽しんで

もらえたと思う。 

・クイズ参加者が、少しでも上手にごみを処理してくだされば嬉しいと思う。 

・代々木公園のイベントは初参加だったが、大勢のリーダーさん達とご一緒でき、勉強に

なった。 

・３パターンの出題が出来たので、楽しく出来た。また、その中で、位置交代をし、３問

まんべんなく出題できたのでよかった。 

・良いお天気に恵まれて、久しぶりの活動に“力”が入っていたせいか、説明が不十分な

こともあった。 

・参加者を呼び込むのは難しい。工夫が必要だと感じた。 

・新たに知る事がまだまだあった。 

・フリップの持ち方一つにしても、他の人がやっているのを見ると、非常に勉強になると

感じた。 

・説明を間違えており、自身の理解がまだまだだと感じた。 

・何度か説明を繰り返すことで、自分も理解が深まった。 

・質問と答えだけではなく、説明をよく理解する事が必要だと感じた。 

・慣れた問題は、まずまず良好だと思うが、新しい問題は、今一度じっくり勉強したい。 

・ビンゴで勉強不足を痛感した。もう一度、よく見直したいと思う。 

 

【先輩リーダーより】 

・問題の解説について、言い回しなど変えた方よいところなど、気がついた点は、その場

ですぐ伝えるようにしたが、伝え方や伝えたことをすぐ実践してもらう、というのは難

しいと感じた。 

・伝わらないと思ったら、交代してやってみせる、なども良いと思った。 
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・全体的にうまくやっていると思うが、細かいところ、この問題で何を伝えたいのかを、

もう少しはっきりさせ、皆さんの意識を徹底させると良いと思った。 

・新規リーダーの皆さんも慣れてきており、成長を感じた。 

・台本を見ずに出題、解説ができており、クイズに対しての理解が出来ていると感じた。

反面、説明がオリジナルになっている方がいるので、慣れてきた頃に、台本を見返すこ

とも必要だと感じた。 

・全問正解をすることが目的ではないので、答えを誘導するような問いかけ、ヒント出し

はしない方がいいと感じた。 

・参加者や、隣の問題の進み具合によって、説明を深く、長くする、または、短くするな

ど臨機応変な対応が必要だと思う。 

 

【事務局より】 

新規リーダーも含め、３パターン、９問のクイズ問題について、基本的な理解はできて

きている。今回は、各地域のリーダー（先輩、越谷、松戸、荒川、他）が参加し、お互い

のやり方を見ることで、非常に良い刺激となったことが感想からも読み取れる。 

今後、スキルアップ研修等、情報を得る機会を増やし、レベルアップと共に、新しいク

イズ作り等にも結び付けていけたらと思っている。 

 

 

③子どもとためす環境まつり（中央区） 

 日時：2018年 9月 22 日（土）10：00～15：00 

 場所：中央区立月島第二小学校（中央区勝どき１丁目 12-２） 

内容：３Ｒクイズ de ビンゴ 

参加リーダー：植木恭子、鈴木栄美子、田中雅子、山崎恵 

 元気ネット：鬼沢良子、足立夏子 

 クイズ参加者：142名 

 

【会場の様子】 
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【リーダーの感想】 

・台本がわかりやすく、コンパクトになったせいか、話しやすかった。 

・どうしても１問目に人（次の方、問題を聞いている方）がたまるので、手短に話せる問

題にするか、呼び込みの人が何か話すかした方が良かった。 

・それぞれにコンパクトに話せていて良かった。 

・本日は新しい問題を試みたが、牛乳パックとトイレロール→６枚と答える人が少なく、

10枚や 30枚が多かった。 

・ＣＯ2 削減→自分が理解するのに少し時間がかかったが、皆が“60 分”とびっくりする

良い問題だった。 

・スチール缶ビード→そんなに心打たれる問題ではなかった。 

・人のを見ると勉強になる。（本当、皆さんすごいです。） 

・台本のみだと短くてあまり伝わっていないように感じた。（←午前中） 

・午後は逆に大勢がきて台本のみ伝える方が良い場合もあった。（混雑しだい） 

・フリップの出し方になれるまで、落したり、回答を出し忘れたり…。 

・牛乳ビンの重さについては、昔のビンも今のビンも知らない子（中央区の小学校は紙パ

ック）もいて、そのまま問題を出しても？？？とされて困った。保護者は大丈夫。 

・スチール缶のクイズで、くぼみの理由は軽量化由来のものであることは伝えられても、

豆知識的な内容で、その人の行動が変わることには余り関係ないか、と感じた。関心を持

つことにはなるかと思う。 

・昔の牛乳びんを知るものは少なくなってきているので、昔の牛乳びんがあるといいと思

いました。 
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・説明書の読み込みが不足していると思うが、なんとか最低限のことは伝えられたかな、

と思う。 

・プラスアルファのことが、伝えられるようにしたいです。 

 

【事務局より】 

新宿区の新規３Ｒリーダー育成講座の際に、３Ｒdeビンゴの台本の手直しを行った。既

存の３Ｒリーダーにとっては、今回が新しい台本で実施する最初の機会となったが、自分

なりのアンチョコを作成してくるなど、各自予習をしてきたようで、思ったよりスムーズ

に実施できた。やはり、これまでの経験値が役立っていると感じられた。 

かなり忙しかったこともあり、お互いにアドバイスし合ったり、前後の様子をみながら、

自分のペースを調整したりはあまりできていなかったので、この点を今後の課題としたい。 

 

 

④第 13回３Ｒ推進全国大会 

 日程：2018年 10月 12 日（金）10：00～17：00 

 場所：富山国際会議場 大手町フォーラム 

内容：３Ｒクイズ de ビンゴ 

 元気ネット：鬼沢良子、足立夏子 

 クイズ参加者：35名 

 

【会場の様子】 
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【元気ネット】 

例年より多くの方の参加があり、用意したビンゴカードは全て使用した。説明を熱心に

聞いて下さる方や、質問する方も多かった。さすがに意識の高い方は多かったが、具体的

な知識や新しい情報は意外と知らないと思われた。 

 秋元環境副大臣にクイズに参加していただき、紙パックとプラの２問にチャレンジいた

だいた。シャンプーのボトル入りと詰め替えの問題で見事正解され、笑顔で「良かった～！」

とのご感想だった。 

 

 

⑤まつざわふれあいリサイクルフェア 

 日程：2018年 10月 27日（土）10：00～15：00 

 場所：松沢まちづくりセンター４階体育室（世田谷区赤堤５-31-５） 

内容：３Ｒクイズ de ビンゴ 

参加リーダー：秋田さかえ、秋葉友紀子、植木恭子、鈴木栄美子 

 元気ネット：足立夏子 

 クイズ参加者：116名 

 

【会場の様子】 
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【リーダーの感想】 

・新しい修正済みの台本は、説明がコンパクトになり、要点がはっきりして来場者にはわ

かりやすくなったと思う。 

・たくさんの問題を一日で行うことで、今まで見過ごしていた疑問が新たに出て、その場

で解決され良かった。 

・３問それぞれのボリュームが同じで、あまり溜まらなかったのがよかった。 

・２つのテーブルを、形を変えて使うなど、臨機応変に対応できてよかった。 

・本日は、結果 参加人数が多かったようですが、ベテラン揃いで楽に感じた。 

・全ての問題にたずさわる事ができたので、大変勉強になった。 

・相変わらず、鉄＝スチールがわからない方が多かった。 

・ペットボトルの問題で、「軍手の緑のプチプチもペットからできているのですか？」とい

う質問があった。 

・午前中は混み合っていたので、つい急いでしまい早口になってしまった。お年の上の方

には、聞き取りにくかったかもしれない。 

・段ボールと紙箱と２つにしたので、物品をもう一つふやしても良いと思った。 

・年輩の方の中に、間違えて恥ずかしい、間違えるのがイヤだからやりたくない、という

方が２～３人いた。 

・同じフロアのスタッフの方で（２名）ヒマになった最後の時間帯にゆっくりやって「と

ても勉強になった。来年もよろしくね。ごみ減量委員なのに、知らないことが多いね。」

という方がいた。 
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【事務局より】 

 午前中はかなりの混雑だったが、今回はベテランぞろいで、チームワークも良く、配置

交代、問題の入れ替え、呼び込みのタイミングなど、自分たちで考え、できていた。台本

も十分に理解の上で、ほぼ過不足ない説明ができていて、成長が感じられた。 

14：00 以降ヒマになったが、ポツポツと来る方にゆっくりと対応することができ、質問

する方に対しても、リーダーが丁寧に説明する機会があり、リーダー自身の勉強になった

と思われる。 

 

 

⑥エコプロ 2018 

日程：2018年 12月 7日（金） 

場所：東京ビッグサイト ３Ｒ推進団体連絡会のブース（東２ホール、2－065） 

内容：３Ｒクイズ deビンゴ 

講座時間：13：30～14：00、14：30～15：00、15：30～16：00 

参加リーダー：秋葉友紀子、渋谷友子 

元気ネット：鬼沢良子、足立夏子 

クイズ参加者：73名 

 

■会場の様子 
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【リーダーの感想】 

・机の設置場所とスピーカーの方向が異なっていたため、マイクがあまり入らず困った。 

・ゆっくりはっきりしゃべるようこころがけたが、伝わっていたか少々心配になった。 

・１回目の時は、子どもたちが多く活気があった。 

・３回目は人が少なく、１～２人でも実施した。 

・正解の後の解説を、ポイントだけにしぼって短くまとめて伝えるのは、なかなか難しい。 

・緊張して、余計なことを言いそうになったりした。アレンジせずに、パウチの通りに言

うのが良いと実感した。 

 

【事務局より】 

今回は、３Ｒリーダーの参加が２名のみで、事務局と合わせて４名体制の実施となったた

め、開始前の打ち合わせで、流れや担当部分の確認等を行った。（鬼沢、足立、秋葉、渋谷） 

■打ち合わせ内容： 

・１回の人数が多すぎると、聞こえにくくなるので、多くても 15人までにする。 

・１回あたりのクイズ回数は４回程度とする。 

・第１回と第２回は同じ問題を使う。（問１－４、問２－１、問３－２） 

 早い時間帯は、子どもが中心になると予想して、子どもでも答えやすい問題。 

・第３回は、問題を入れ替える。（問１－１、問２－１、問３－１） 

 最終回は大人向けと考えて、やや難しい問題。 

・問題の担当や呼び込み、景品お渡し等は、交代で行う。 

 

■その他反省会で出たこと、気がついたこと： 

・全体の入場者が少ないように感じた。 

・リーダー、事務局各２人、計４人で支障なく実施はできたが、リーダーがあと２人いる

と良い。 

・少ない人数だったが、隣の人がパウチを持つなど、予め打ち合わが功を奏し、進行はス

ムーズにできた。 

・景品の置き場に困り、パンフレットの脇に置いておいたら、パンフレット一緒に持って

行こうとした人がいた。今後は景品用の箱を用意する。 

・実施時刻を、30分早めて、13：00～、14：00～、15：00～としたらどうか。次年度もエ

コプロで出張講座を行う場合には、30分早めることを希望する。 
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⑦まちの先生見本市 

日程：2019年 1月 26日（土） 

場所：まちの先生見本市 新宿区立花園小学校４階アリーナ 

内容：３Ｒクイズ deビンゴ 

講座時間：10：30～12：30、14：00～15：30 

参加リーダー：秋田さかえ、鈴木栄美子、齋藤通子（松戸、午後のみ）、山崎恵（松戸）、 

        吉田貴子（新宿）、下山田圭子（新宿、午前のみ）、 

元気ネット：鬼沢良子、足立夏子 

クイズ参加者：64名 

 

【会場の様子】 
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【リーダーの感想】 

・人手があり、入場者がぽつぽつと来たので、慌てず、ゆっくり説明ができた。 

・小さいお子さん向けの説明を考えておきたい。言葉の言いかえなど。 

・（自分が）実際の出張講座でやったことのない問題があった。 

・台本に忠実にと思っていても、ブースに来る方が様々なので、それに合わせて話したり、

間を取ったりするのには、まだまだ経験が必要だと思った。 

・問題外の部分をつかれた時に、勉強不足のところがあったのが反省です。 

・ボーキサイトを小さい子に説明するのが難しいと感じた。 

・子どもでも理解できる説明ができるよう、もっと勉強しないといけないと感じた。 

・もっと解説ができるように頑張ります。 

・ＣＯ2の問題が自分でも理解できなかった。ホームページを見て勉強します。 

・やはり問題の回答のみ言うのが精いっぱいで、参考台詞部分は半分くらいしか言えなか

った。でもお客様のリサイクルに関する理解度はだんだん高くなっていると感じた。 

・短い時間だったが、先輩リーダーに助けられ、アドバイスもいただき貴重な体験をさせ

ていただいた。 

・台本にあるすべての問題をきちんと頭に入れたいと思う。 

・他のブースの見学も出来て勉強になった。 

 

【事務局より】 

今回は、３Ｒリーダー６名が参加。ただし、午前のみ、午後のみのリーダーが各１名い

たので、常時５名体制でクイズを実施した。 

今年度の３Ｒ市民リーダー育成講座の実施地域である新宿の出張講座であったが、当日

は同じ会場にいるが、別の団体の活動があり参加できないという人もいて、新宿の３Ｒリ

ーダーの参加は２名であった。他に先輩２名と松戸のリーダー２名が参加し、初めて会っ

たという人もいたが、リーダー同士、和気あいあいとした雰囲気で実施できた。 

来場者が比較的少なかったこと、人数に余裕があったこともあり、一人一人の参加者に

丁寧に対応できた。また、３Ｒリーダー同士でアドバイスし合ったり、他のリーダーの説

明を聞いて参考にするなど、経験値や地域の異なる３Ｒリーダーが一緒に活動するメリッ

トは大きいと言える。 
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４．情報提供・研修・他 

 

①協力・支援 

 

■荒川区新規３Ｒリーダー育成講座 実践発表 

  ＊昨年度、１月～２月にかけての講座だったため、年度内に実践発表の機会がなく、

荒川区のご提案により、年度をまたいで 2018年５月に実践発表を行った。 

 

  イベント名：環境・清掃フェアあらかわ 

  日程：2018年５月 20日（日） 

  場所：荒川公園(荒川区荒川 ２－２－３） 

荒川区環境清掃部清掃リサイクル課のブースにて 

  内容：３Ｒクイズ de ビンゴ 

  参加リーダー（敬称略）： 

渋谷友子、遠藤久美子、飯塚初江（13時まで） 

秋葉友紀子、衣川信子 

  元気ネット：鬼沢良子、足立夏子 

  クイズ参加者：226 人 

  

  



36 

 

  

 

【リーダーの感想】 

（荒川リーダー） 

・初めてだったので最初は緊張しましたが、とても楽しくやらせて頂きました。 

・もっとしっかりと勉強しなければならない事が沢山ある事を実感しました。又、宜しく

お願い致します。ありがとうございました。 

・全体としてはお天気も良く（風対策は大変でしたが）人も沢山集まり、あっという間の

一日でした。 

・最初は緊張して台本にないことまで話したり、人の流れを考えずに正解を言ってしまっ

たり、いろいろ失敗をしました。 

・各問題についてのパウチの説明文ですが、失敗を重ねるにつけ、本当に良く練られた無

駄のない説明になっていると感じました。 

・先に正解を知ってしまった参加者の方も、内容が知りたいのか最後まで熱心に話を聞い

てくれていたのが印象的でした。 

・先輩リーダーの存在はやはりとても心強かったです。人数的にも良かったと思いますが、

あと 1～2人いても良かったのでしょうか？ 

・お昼休みやトイレ休憩など、きっちり休憩時間をとって下さったので、他のブースも見

られたのが良かったです。 

・とにかく経験を重ねることが勉強だと思いました。ありがとうございました。 

 

（先輩リーダー） 

・たくさんの方々に来ていただき、大変良い練習になりました。一つ一つの設問はスムー

ズに進んでいたように思います。 

・１問目がなかなか終わらず、２問目が手持ち無沙汰になり空いていることや、次にやり

たい方が待っていても、１問目がなかなか終わらなかったりというのが見受けられまし

た。少し余裕が出てきたら、全体の流れを意識できるようになると、更に良くなると感

じました。混んできたら巻きで急いで終わらせ、余裕がありそうな時はゆっくり説明す

るなどです。 

・来場者はリサイクルにとても興味を持ってくれたと感じました。アルミの話など、97%

もエネルギー節約になることに、かなり感心してきいてくれました。 
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・牛乳瓶を卵の重さに換算するクイズは、実際の学校現場では紙パックの牛乳が増えてい

るようで、来場者の食いつきがイマイチだったように思いました。 

・荒川区のリーダーの方々が積極的に楽しくやってくださっていたので、期待できそうで

嬉しく思いました。充実した一日をありがとうございました。 

 

【事務局より】 

・実践発表の場に貴連絡会より、森口様、川村様、久保様にお越しいただき、ありがとう

ございました。 

・開始直後から多数の参加があり、まだ余裕のない新規リーダーには少々混乱が見られま

した。一回ストップし、フリップに沿って要点のみを話すように指導し、再開したとこ

ろ、徐々にペースをつかみ、後半は笑顔で取り組んでいました。 

・先輩リーダーのアドバイスを聞き、その場で修正していくことで、短時間にかなりの進

歩が見られました。 

・クイズ実施中は、リサイクル課の職員の方 1名が付いてくださり、荒川区の景品も用意

してくださるなど、バックアップ体制がしっかりしています。今後、荒川区リサイクル

課の３Ｒリーダーとしての活躍が期待されます。 
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②研修 

 

■３Ｒリーダースキルアップ研修 

 日時：2018年６月 14日（木）13：30～16：30（～懇親会 17：00） 

 場所：乳業会館３階 Ｃ会議室（東京都千代田区九段北１－14－19） 

内容：容器包装の３Ｒ最新情報の提供と相互交流・学び合い 

  参加リーダー（敬称略）： 

   秋田さかえ、植木恭子、鈴木栄美子、田中雅子、齋藤通子、山崎恵、渋谷友子、 

岩佐侃、冨沢二三子、高田陽子、御所野三代子、黒田美智子 

  ３Ｒ推進団体連絡会（敬称略）： 

   川村節也、森口夏樹、後藤拓志、田中希幸、秋野卓也、宮澤哲夫、 

中田良平、久保直紀 

  元気ネット：鬼沢良子、足立夏子、磯田都美子 

 

【プログラム】 

13：30  開会 ３Ｒ推進団体連絡会よりご挨拶 

出席者自己紹介（お名前と所属） 

13：40  情報提供①（全体、ガラスびん、ＰＥＴ、プラ、紙製容器） 

   質疑応答 

   －休憩－ 

15：15  情報提供②（飲料用紙容器、スチール缶、アルミ缶、段ボール） 

   質疑応答 

16：00  情報提供「ＳＤＧｓ」（元気ネット 鬼沢） 

最近の３Ｒ普及啓発の現場から 

      ・５/20（日）環境・清掃ﾌｪｱあらかわ、６/２（土）３（日）ｴｺﾗｲﾌﾌｪｱ 2018 

      ＊参加者の傾向、答えに困った質問、 

上手く答えられなかった事例、上手く説明ができて納得して頂けた事例 

＊台本の修正の必要の有無、新問題開発のポイント等 

16：30  閉会 懇親会 

17：00  解散 

【研修の様子】 
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【事務局より】 

 今回、初めての企画だったが、活発な質疑応答、意見交換が行われ、リーダーの皆さん

からは勉強になった、面白かった等の感想が寄せられている。 

これは、連絡会の皆さまに、出張講座、クイズ実施に的を絞った資料をご用意いただい

たことが非常に効果的だったと思われる。 

リーダーの皆さんも、それぞれにかなりの経験を積んだことから、具体的に質問のポイ

ントもつかめ、より深く理解できるようになってきており、ちょうど現在のレベルにあっ

た研修ができたのではないかと思う。 

今後、今回の研修を実際の出張講座やイベント出展に活かし、更にレベルアップ、パワ

ーアップした講座作り、クイズ作りに繋げていきたい。 

（質疑応答、意見交換の詳細は、別添資料③参照） 

 

■容器包装研修会に参加 

日程：2018年 11月 13日（火）10：00～16：30 

  場所：学士会館 202 号室 

主催：（一財）全国清涼飲料連合会 

３Ｒリーダー：秋田さかえ、植木恭子、衣川信子、田中雅子、渋谷友子 

  元気ネット：鬼沢良子、足立夏子 

●参加リーダーは、それぞれの素材について新しく知ったこと、クイズに活かせる点、

分からなかった点等について用紙に記入した。（「まとめ」は、別添資料④参照） 
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③情報提供等 

５月 24日（木） ビンゴ実演、情報提供（町田市消費生活センター運営協議会学習会） 

 
 

５月 31日（木） 情報提供（徳島市環境衛生組合連合会 60周年記念） 

 

７月 18日（水） 情報提供（消費者協会環境の基礎知識講座） 

 

９月15日（土）  情報提供（茨城生活学校協議会延方生活学校） 

 

10月５日（金）  東京 PACK 2018（届いているか!!「フードロスとパッケージの機能」） 

 

10月 23日（火）  アジアパシフィック３Ｒ ＮＧＯ大会情報提供 

 

10月 30日（火） 情報提供、ビンゴ実演（愛川町） 

 

11月 16日（金）  情報提供（上尾市消費者教育推進講座） 

 

2019年 

１月 29日（火）  さいたま市情報提供（クリーンさいたま推進員委嘱式） 

 

 

④その他 

2019年 

２月末     容リ協ニュース№80の「インタビュー」で本事業を紹介 

  



41 

 

Ⅲ   考察 

【 総 括  ・ 次 年 度 に 向 け て 】 

●報告書の最初に申し上げたように、ＳＤＧｓ「持続可能な開発目標」でも、循環型社会

構築の重要性が、目標 12「つくる責任 使う責任／ 持続可能な生産と消費形態を確保す

る」のなかに明確に示されている。 

様々な課題の解決には、ＳＤＧｓ目標 17「パートナーシップで目標を達成しよう」とあ

るように、市民・事業者・行政の連携による取組が重要と考え、市民の３Ｒに関する普及

啓発の担い手として「３Ｒ市民リーダー育成」を貴団体の皆様と連携して実施してきたの

がこの事業である。 

 

●今年度は、この事業の波及効果をより高めることを念頭に、新規リーダー育成と同時に、

新たな取り組みとして過年度育成の３Ｒリーダーを対象に、情報の更新、講座実施のスキ

ルアップ、リーダー間の交流等を目的に３Ｒリーダースキルアップ研修を実施した。結果、

出張講座に直結の研修として３Ｒリーダーひとり一人の自信にもつながる効果が見られた

ので、次年度も継続していきたい。 

 

●また、自治体担当者との意見交換会を２回実施した。首都圏近隣の自治体に参加を呼び

かけ、容器包装の機能・役割や環境配慮、素材別の３Ｒの基礎知識等の情報を提供の上、

意見交換会を行った。2018 年度は、率直な意見交換がしやすい場づくりに配慮し、比較的

少人数での会合としたことが功を奏し、活発な意見交換ができた。自治体の担当者の中に

は新任で情報を必要とする方も多く、非常に勉強になったという感想も寄せられている。

他自治体の課題や事例を共有することで、多くの情報とヒント等が得られる場となってい

る。更には、複数回出席の自治体もあり、貴連絡会との交流も深まりつつあると言える。

この現状を大切に、次年度は更に充実した会合とするべく継続を考えている。 

 

  



42 

 

●元気ネットに「容器包装の３Ｒ」「食品ロス」「廃棄物・資源循環」「環境問題の基礎知識」 

「無理なく環境負荷を減らすライフスタイルとは？」等のテーマで、講演依頼やクイズ実

施の要請があった際の情報提供については、貴連絡会から直接情報提供していただく機会

は残念ながらなかったが、主に事務局長の鬼沢の講演の中に、容器包装の機能や役割等の

話を盛り込むなど、９回にわたって情報提供を行った。今後もあらゆる機会について柔軟

に対応し、情報発信をしていきたい。 

 

●市民自らが３Ｒの普及啓発の担い手として広く社会への発信を担っていく役割の重要性

は高く、現在、このような人材育成が求められている。ＳＤＧｓの目標に向けて、「全ての

ＳＤＧｓが教育に期待」している。特に、ＥＳＤは持続可能な社会の担い手づくりを通じ

て、17全ての目標の達成に貢献するものとも言われている。３Ｒ市民リーダーは、まさし

く地域における情報発信・伝達の担い手である。 

これらを踏まえ、今後は、「３Ｒ市民リーダー育成」を基本にしながら、過年度のリーダ

ーのフォローアップや、自治体の方々との直接の対話の場づくりの継続、発展に加え、こ

れまで貴連絡会との事業の中で蓄積してきたノウハウをまとめ、普及啓発の現場ですぐに

役立つ情報を掲載した「手引書」作成を考えている。 

 

以上 
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