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環境自治体を目指す「ちっご委員会」 
（福岡県筑後市・大川市・大木町） 

 



OECD が提唱する拡大生産者責任（EPR） 

及びデポジット制度の早期法制化について 
 

 貴職におかれましては、かねてより循環型社会の構築に向け、格別の

ご理解とご尽力を賜り深く感謝申し上げます。 

昨年 5 月、福岡県筑後市・大川市・大木町の共同開催において、延べ

3,000 名以上の参加の下で、第 18 回環境自治体会議「ちっご会議」が開

催されました。この大会において、ごみ問題の解決のためには、入口対

策、すなわち OECD（経済協力開発機構）が提唱する「拡大生産者責任」

（EPR）と「デポジット制度」法制化が不可欠であることが確認され、

特別決議が採択されました。 

 その後、この決議に基づき、行政や住民で構成する環境自治体を目指

す「ちっご委員会」を結成し、OECD（経済協力開発機構）が提唱する

「拡大生産者責任」（EPR）と「デポジット制度」法制化の実現に向けて、

地域における国会請願署名や、全国（東北３県を除く）の自治体首長へ

の賛同の呼びかけ等の活動を展開しているところでございます。現在、

134 自治体の首長から、本要望の趣旨に関するご賛同をいただいており

ます。 

さて、ポイ捨てゴミの氾濫や廃棄物処分場の確保の問題、更にはごみ

処理費負担増による基礎自治体財政の圧迫など、ゴミ問題を取り巻く状

況はますます深刻化しております。1997 年 4 月から施行された容器包装



リサイクル法は 2008 年 4 月に見直されましたが、依然として事業者の負

担に比べて市町村の財政負担や地域住民の負担が大きく、ごみの発生抑

制や再使用の促進など循環型社会を実現するための効果は十分とは言え

ません。 

持続可能な循環型社会を築くためには、わが国の大量生産・大量消費・

大量廃棄・大量リサイクル型の経済社会を見直し、廃棄物の発生抑制、

再使用を優先する社会を築くことが何より必要であると考えます。その

ためには、生産者が生産過程でゴミとなりにくいような製品を作り、使

用済み製品の回収・資源化まで責任を持つこと、すなわち処理・リサイ

クル費用のすべてを製品価格に含めた拡大生産者責任（EPR）の導入が

必要であると考えます。また、使い捨て容器にはデポジット制度を導入

することで、対象となった容器の高い回収率が期待でき、資源利用の促

進や廃棄物の発生抑制、ポイ捨て・不法投棄の防止に対しきわめて有効

な手段であると考えます。 

つきましては、容器包装廃棄物の発生抑制、再利用・再資源化を促進

し、循環型社会の実現を図るため、OECD が提唱する拡大生産者責任、

及びデポジット制度の導入の重要性をご理解いただき、早期に制度化の

ために格別なご高配を賜りますようお願い申し上げます。  

 
 
 
 



記 

一、OECD が提唱する拡大生産者責任、及びデポジット制度の早期法制

化を行うこと。 
 

 
 
 
 平成２３年１１月１７日 

 
 

福岡県筑後市長  中村 征一 

 
 

福岡県大川市長  植木 光治 

 
 

福岡県大木町長  石川 潤一 

 
 

環境自治体を目指すちっご委員会 

委員長  荒木 フサヱ 
 
  



環境自治体を目指す「ちっご委員会」 
 

 

委員長   大木町あーすくらぶ会長     荒木 フサヱ 

副委員長  筑後市環境衛生協議会副会長   下川 廣志  

副委員長  (大川市)ボランティアコスモス   和田 時  

顧 問   筑後市長            中村 征一  

顧 問   大川市長            植木 光治 

顧 問   大木町長            石川 潤一 

委 員   NPO 法人まちづくりネットワークちくご事務局長 

          今村 栄一 

委 員   (筑後市)西牟田ぼかしの会会長  宮之脇 万里子 

委 員   筑後市             山本 保枝 

委 員   大川市三又コミュニティ協議会会長 

古賀 紀元 

委 員   大川市健康を守る婦人の会会長  山浦 敏子 

委 員   大川市連合婦人会        井口 弘子 

委 員   大木町議会議長         中ノ森 愼一 

委 員   大木町             上之薗 睦子 

委 員   大木町             中村 健児 

委 員   ワーカーズ・ごみ問題研究会代表 片山 純子 

委 員   久留米大学経済学部教授     駄田井 正 

委 員   長崎大学環境科学部准教授    中村 修 

委 員   NPO 法人自然復元協会理事    土谷 光憲 

委 員   筑後市かんきょう課長       下川 正弘 

委 員   大川市環境課長         平田 敏弘 

委 員   大木町環境課長         境 公雄 

 



OECD が提唱する拡大生産者責任、及びデポジット制度の 
早期法制化を求める意見に賛同を表明した自治体首長 

賛同順 

 

北海道士幌町長      小林 康雄 

東京都日野市長      馬場 弘融 

宮崎県綾町長       前田 譲 

福岡県筑後市長       中村 征一 

福岡県大川市長       植木 光治 

福岡県大木町長        石川 潤一 

福岡県苅田町長      吉廣 啓子 

福岡県柳川市長      金子 健次 

熊本県水俣市長      宮本 勝彬 

福岡県筑前町長      田頭 喜久己 

熊本県天草市長      安田 公寛 

熊本県上天草市長     川端 祐樹 

福岡県那珂川町長     武末 茂喜 

鹿児島県長島町長     川添 健 

佐賀県吉野ヶ里町長    江頭 正則 

福岡県糸田町長      伊藤 良克 

福岡県Ｔ町長      

佐賀県みやき町長     末安 伸之 

佐賀県多久市長      横尾 俊彦 

福岡県小郡市長      平安 正知 

長崎県南島原市長     藤原 米幸 

福岡県岡垣町長      宮内 實生 

福岡県宮若市長      有吉 哲信 

鹿児島県日置市長     宮路 高光 

福岡県小竹町長      松尾 勝徳 



熊本県人吉市長      田中 信孝 

福岡県芦屋町長      波多野 茂丸 

福岡県うきは市長     怡土 康男 

熊本県宇土市長      元松 茂樹 

佐賀県佐賀市長      秀島 敏行 

福岡県八女市長      三田村 統之 

福岡県赤村長       春本 武男 

宮崎県新富町長      土屋 良文 

香川県琴平町長      小野 正人 

島根県海土町長      山内 道雄 

鳥取県江府町長      竹内 敏朗 

鳥取県伯耆町長      森安 保 

鳥取県倉吉市長      石田 耕太郎 

徳島県牟岐町長      福井 雅彦 

広島県熊野町長      三村 裕史 

愛媛県宇和島市長     石橋 寛久 

鳥取県北栄町長      松本 昭夫 

鳥取県境港市長      中村 勝治 

高知県香南市長      仙頭 義寛 

岡山県赤磐市長      井上 稔朗 

鳥取県若桜町長      小林 昌司 

高知県馬路村長      上治 堂司 

鳥取県琴浦町長      山下 一郎 

高知県土佐清水市長    杉村 章生 

長野県小川村長      伊藤 博文 

北海道Ｄ町長      

神奈川県葉山町長     森 英二 

新潟県湯沢町長      上村 清隆 

和歌山県串本町長     田嶋 勝正 



東京都八王子市長     黒須 隆一 

北海道美幌町長      土谷 耕治 

群馬県安中市長      岡田 義弘 

愛知県みよし市長     久野 知英 

北海道Ｈ町長     

兵庫県加古川市長     樽本 庄一 

千葉県陸沢町長      御園生 正美 

北海道西興部村長     高畑 秀美 

奈良県下市町長      東 奈良男 

群馬県渋川市長      阿久津 貞司 

北海道富良野市長     能登 芳昭 

京都府亀岡市長      栗山 正隆 

青森県八戸市長      小林 眞 

栃木県那須烏山市長    大谷 範雄 

山形県最上町長      高橋 重美  

長野県中野市長      小田切 治世 

北海道寿都町長      片岡 春雄 

北海道枝幸町長      荒屋 吉雄 

山形県真室川町長     井上 薫 

北海道中富良野町長    四方 昌夫 

長野県白馬村長      太田 紘煕 

北海道更別村長      岡出 誠司 

京都府与謝野町長     太田 貴美 

長野県Ｔ市長       

神奈川県藤沢市長     海老根 靖典 

埼玉県横瀬町長      加藤 嘉郎 

岐阜県七宗町長      井戸 敬二 

岐阜県坂祝町長      南山 宗之 

東京都新宿区長      中山 弘子  



三重県鳥羽市長      木田 久主一 

京都府京田辺市長     石井 明三 

岐阜県Ｄ市長       

愛知県安城市長      神谷 学 

北海道鹿追町長      吉田 弘志 

北海道ニセコ町長     片山 健也 

奈良県生駒市長      山下 真 

長野県松本市長      菅谷 昭 

北海道中標津町長     小林 実 

兵庫県多可町長      戸田 善規 

奈良県斑鳩町長      小城 利重 

大阪府枚方市長      竹内 脩 

北海道倶知安町長     福島 世二 

神奈川県茅ケ崎町長    服部 信明 

神奈川県湯河原町長    冨田 幸宏 

北海道伊達市長      菊谷 秀吉 

北海道清水町長      高薄 渡 

北海道浜頓別町長     菅原 信男 

新潟県田上町長      佐藤 邦義 

北海道釧路町長      佐藤 廣高 

兵庫県福崎町長      嶋田 正義 

北海道厚真町長      宮坂 尚市朗 

長野県飯田市長      牧野 光朗 

東京都町田市長      石阪 丈一 

東京都国立市長      佐藤 一夫 

滋賀県米原市長      泉 峰一 

京都府南丹市長      佐々木 稔納 

千葉県四街道市長     佐渡 斉 

愛知県大治町長      岩本 好広 



神奈川県鎌倉市長     松尾 崇 

福井県美浜町長      山口 治太郎 

福井県坂井市長      坂本 憲男 

京都府宮津市長      井上 正嗣 

長野県東御市長      花岡 利夫 

愛知県新城市長      穂積 亮次 

埼玉県草加市長      田中 和明 

東京都福生市長      加藤 育男 

長野県上田市長      母袋 創一 

北海道黒松内町長     若見 雅明 

北海道猿払村長      巽 昭 

長野県Ｉ町長      

長野県小諸市長      芹澤 勤 

埼玉県秩父市長      久喜 邦康 

秋田県潟上市長      石川 光男 

青森県東通村長      越善 靖夫 

長野県Ｔ村長         

三重県大台町長      尾上 武義 

埼玉県鶴ヶ島市長     藤縄 善朗 

埼玉県川越市長      川合 善明 

神奈川県逗子市長     平井 竜一 

北海道当麻町長      菊川 健一 

奈良県桜井市長      谷奥 昭弘



 （参考資料） 

EPR・デポジット法制化の意見書を採択した議会 

ちっご委員会に通知があった分 平成２３年１２月議会採択分まで 

 

福岡県大木町議会  福岡県筑後市議会  福岡県大川市議会 

福岡県那珂川町議会  福岡県広川町議会  福岡県宇美町議会 

福岡県志免町議会  福岡県久山町議会  福岡県芦屋町議会 

福岡県水巻町議会  福岡県岡垣町議会  福岡県遠賀町議会 

福岡県小竹町議会  福岡県鞍手町議会  福岡県桂川町議会 

福岡県筑前町議会  福岡県東峰村議会  福岡県大刀洗町議会 

福岡県香春町議会  福岡県添田町議会  福岡県川崎町議会 

福岡県大任町議会  福岡県赤村議会   福岡県苅田町議会 

福岡県みやこ町議会 福岡県吉富町議会  福岡県上毛町議会 

福岡県築上町議会  福岡県粕屋町議会  福岡県福智町議会 

茨城県古河市議会  大阪府豊中市議会  宮崎県三股町議会 

宮崎県国富町議会  宮崎県美郷町議会  熊本県嘉島町議会 

佐賀県有田町議会  福岡県糸田町議会  鹿児島県徳之島町議会 

沖縄県北谷町議会  沖縄県大宜見村議会 福岡県宮若市議会 

福岡県うきは市議会 沖縄県宮古島市議会 福岡県中間市議会 

鹿児島県日置市議会 沖縄県糸満市議会  鹿児島県錦江町議会 

沖縄県多良間村議会 高知県越知町議会  熊本県苓北町議会 

高知県大月町議会  鳥取県琴浦町議会  鳥取県日吉津村議会 

熊本県山都町議会  鳥取県伯耆町議会  沖縄県南城市議会 

鳥取県江府町議会  熊本県あさぎり町議会 

高知県四万十市議会 鳥取県倉吉市議会  岡山県美咲町議会 

岡山県久米南町議会 熊本県合志市議会  青森県東通村議会 

群馬県草津町議会  北海道厚真町議会  長野県富士見町議会 

埼玉県嵐山町議会  北海道猿払村議会  秋田県大潟村議会 



滋賀県多賀町議会  北海道長沼町議会  鳥取県北栄町議会 

新潟県津南町議会  兵庫県加古川市議会 秋田県東成瀬村議会 

秋田県男鹿市議会  長野県中野市議会  長野県下諏訪町議会 

北海道松前町議会  長野県池田町議会  群馬県中之条町議会 

秋田県潟上市議会  長野県小諸市議会  長野県南木曽町議会 

長野県阿智村議会  愛媛県西予市議会  長野県松川村議会 

秋田県小坂町議会  秋田県仙北市議会  新潟県粟島浦村議会 

新潟県南魚沼市議会 長野県中川村議会  北海道遠軽町議会 

長野県小谷村議会  秋田県井川町議会  長野県飯綱町議会 

大阪府泉大津市議会 秋田県三種町議会  北海道余市町議会 

大阪府和泉市議会  愛知県扶桑町議会  大阪府狭山市議会 

岐阜県八百津町議会 新潟県湯沢町議会  新潟県聖籠町議会 

北海道根室市議会  北海道積丹町議会  石川県かほく市議会 

岐阜県白川町議会  長野県松本市議会  秋田県北秋田市議会 

長野県南箕輪村議会 群馬県東吾妻町議会 沖縄県南風原町議会 

 

EPR・デポジット法制化の趣旨採択をした自治体議会 

鳥取県三朝町議会  群馬県嬬恋村議会  秋田県藤里町議会 

長野県小布施町議会 群馬県高山村議会  福井県おおい町議会 

 

 

 


