
消費の拡大と地球の許容力消費の拡大と地球の許容力

衣食住すべては 自然の資
「一人ひとりが生活するのに、ど
れだけ 土地 森林 耕地 海

衣食住すべては、自然の資
産を消費することで成り立っ

ている。

れだけの土地、森林、耕地、海
洋などが必要になるのか」

ている。

人口の増加、都市化、工業
化 消費量

全人類が、現在の先進国の平
均的な生活を送るためには、地
球がいくつ必要になるのか？ 化によって、その消費量は

拡大している。

球がいくつ必要になるのか？

を試算するとどうなるのか？・・

人類が地球上で調和をも て生人類が地球上で調和をもって生
活していくためには、「地球のも
つ許容力（自然回復力）を超えな

約４つ必要

つ許容力（自然回復力）を超えな
い範囲で生活することが必要。



2050年までに世界的な資源制約の壁！

2050年までの累積で現有埋蔵量の数倍の使用量が予想2050年までの累積で現有埋蔵量の数倍の使用量が予想
される⾦属：

銅 鉛 亜鉛 ⾦ 銀 錫 ニッケル マンガン銅、鉛、亜鉛、⾦、銀、錫、ニッケル、マンガン、
アンチモン、 リチウム、インジウム、ガリウム

2020年の時点で累積使用量が現有埋蔵量を超える⾦属：
⾦、銀、鉛、錫

資源が⽐較的豊富とみなされている鉄や白⾦：
白⾦：2050年までに現有埋蔵量を超過する
鉄：2050年までに現有埋蔵量に匹敵する量を消費

独⽴⾏政法⼈物質・材料研究機構
平成１９年２⽉１５⽇発表資料より



■最終処分場の残余年数（平成12年4⽉1⽇現在）■最終処分場の残余年数（平成12年4⽉1⽇現在）

最終処分場 新規設 数最終処分場の新規設置数 産業廃棄物の最終処分場
・全国・・・残余年数3.7

年分
・⾸都圏・・残余年数は

1 2年分1.2年分
・最終処分場の新規設置数

激減激減



グリーン購入法グリーン購入法
「循環型社会形成推進基本「循環型社会形成推進基本
計画」計画」20032003年に策定された年に策定された
“実⾏計画”“実⾏計画”

20152015年年
「組織的 グ「組織的 グ「組織的なグリーン購入」「組織的なグリーン購入」
・全ての地⽅公共団体・全ての地⽅公共団体
・上場企業の・上場企業の50%50%

104

・上場企業の・上場企業の50%50%
・国⺠の・国⺠の90%90%がグリーン購がグリーン購
入を認識し、そのうち入を認識し、そのうち 104入を認識し、そのうち入を認識し、そのうち
50%50%⾏動⾏動



ウィスキー樽を家具や文具に再生
基本原則２－７再生材料の利用

ウィスキ 樽を家具や文具に再生

ーーー“記憶のデザイン”



分解・部品交換が可能なイス

基本原則２－8再生材料の利用

分解・部品交換が可能なイス

GPN



基本原則１ 必要性の考慮

～庁内の不用品交換システム～
基本原則１ 必要性の考慮

～庁内の不用品交換システム～庁内の不用品交換システム庁内の不用品交換システム



北九州エコプレミアム産業創造事業－1

■エコプレミアムとは

市内の産業・技術分野の取り組みや成果の中から 環境配慮市内の産業 技術分野の取り組みや成果の中から、環境配慮
型製品・技術及びサービスを選定し、その拡大、浸透を図る
取り組み（市がパンフレット等に商品を紹介）〔H16年度～〕

■選定件数

平成21年度までに、127件の製品や技術

28件のサービス を選定件 サ を選定



北九州市のグリーン購入制度ー３

■特徴ある調達品目例
◇トイレットペーパー

古紙パ プ 合率 市内まちづくり団体が古紙パルプ配合率１００％
コアレス(芯なし)タイプ
シングル巻

市内まちづくり団体が
企画し、製紙会社が連
携して商品化。売上の
一部は市PTAに寄付してシングル巻

◇蛍光ランプ
高周波点灯専用形

一部は市PTAに寄付して
いる。

エコタウンで、使
高周波点灯専用形
材料の全部又は一部に
再生材を使用していること、…

エコタウンで、使
用済みの蛍光ラン
プの部材を原料に
リサイクルしてい
る。

◇上塗用塗料
鉛又はクロムを含む顔料を配合して

る。

公園遊具などに利用
する塗料を有害物の鉛又はクロムを含む顔料を配合して

いないこと。

する塗料を有害物の
含有のないものにす
る。



北九州エコプレミアム産業創造事業－２

1選定製品（例）

低環境負荷の消化剤
・石けん系界面活性剤を使用し、泡

2

1

石けん系界面活性剤を使用し、泡
状にして消火。通常の17分の1の
使用水量。

・生分解性が高く、従来の消火剤よ 3分解性 高く、従来 消火剤よ
り10～200倍程度毒性を低減。

端切れを再利用した生活雑貨

3

2 ソファーの端切れを再利用した生活雑貨

3 太陽光発電付き賃貸型エコマンシ ン3 太陽光発電付き賃貸型エコマンション



北九州市グリ ン ンシ 推進委員会北九州市グリーンコンシューマー推進委員会

■概要
◇目的

日常の生活に環境保全の視点を取り入れて行動する市民民
（グリーンコンシューマー）を育成するために平成18年度に設置。

◇委員構成（全 名）◇委員構成（全17名）
学識経験者（2名）、市民団体・ＮＰＯ関係者（7名）、
事業者（7名） 行政（1名）事業者（7名）、行政（1名）

◇協議事項例
環境パスポート事業（レジ袋やトレイの削減について協議）
３Ｒ活動に関する事項を報告・協議 など

※特にレジ袋削減策として実施している「環境パスポ ト事業※特にレジ袋削減策として実施している「環境パスポート事業」
は本委員会で検討してきた。



北九州市民環境パスポ ト事業「カンパスシ ル １北九州市民環境パスポート事業「カンパスシール」－１

カンパスシールの仕組み

カンパスシール参加店でお買い物のとき、

ポイントシ ル

カンパスシ ルの仕組み

レジ袋を断ると、ポイントシールがもらえます。

20ポイント集めると、参加店共通の50円分割引券に！！！

北九州市内で1年間に使用されるレジ袋の枚数は、約3億枚。
200リットル入りのドラム缶2万8千本もの石油が原料として
使われています。



カンパスシ ル事業の効果

北九州市民環境パスポート事業「カンパスシール」－４

平成22年10月までに約6 800万枚のシールを参加店が購入。

カンパスシール事業の効果

平成22年10月までに約6,800万枚のシ ルを参加店が購入。

すべて発行（使用）された場合、6,800万枚以上のレジ袋を削減。

約29万本からなる350万㎡ 杉 森林約29万本からなる350万㎡の杉の森林
が1年間にCO2を吸収する量に相当。

ＣＯ２

約4,080トン
（60 ×6 800万

※杉１本の年間ＣＯ２吸収量１４ｋｇ、森林における杉１本

（60g×6,800万
枚）削減

※レジ袋1枚で60gのＣＯ２の発生を抑制と換算
当たりの平均占有面積１２㎡として算出。



東京都内で回収されたPETボトル東京都内で回収された ボトル
フタやラベルが付いたまま
中身が残っている中身が残っている
汚れている



よく入っている電池と使い捨てライター
捨てにくいものが混入する



鉾田市で回収されたPETボトル
フタやラベルが一切無い
中身が残っていない

色つきボトルを製造
しない日本の飲料産中身が残っていない

きれいなベール
しない日本の飲料産
業もすばらしい



家庭ごみ収集制度の大幅見直し
（焼却）ごみ用袋 容器包装プラ かん びん ペット（焼却）ごみ用袋

・・・１５円⇒５０円
容器包装プラ
・・・分別開始

かん・びん・ペット
・・・無料⇒有料

市⺠分別協⼒員（左）と市職員 プラスチック製容器包装分別初日

ごみ出しマナーアップ運動の結果
■期間 平成18年７⽉３⽇（⽉）〜７⽉１４⽇（⾦）６：３０〜８：３０（２時間）
■参加⼈数 約１３，２００⼈、３８，０００箇所の収集ステーション

117

， ，
（市⺠分別協⼒員１１，７００⼈ 市職員１，５５０⼈）※延べ約１０万⼈

■効果 ⇒減量率２５％！



手数料改定に当たっての市民説明手数料改定に当たっての市民説明
■原案（６０円）提示

■議会議決前（７ヶ月間）、５１５回の市民説明
（自治会 老人会 婦人会 職場 団体等（１５ ５００人））（自治会、老人会、婦人会、職場、団体等（１５，５００人））

■ 終修正案（５０円）提示■ 終修正案（５０円）提示

■議決後（７ヶ月間）、８５２回の市民説明（30,000人）

■ＰＲビデオ４，０００本配布、街頭啓発、ＣＭ等

118

■市職員（全局区）１，５５０人による市民分別協力員
（１１，７００人）への直前説明 118（１１，７００人） の直前説明



グリーン購入の全体イメージグリ ン購入の全体イメ ジ

サプライチェーンのグリーン化サプライチェーンのグリーン化
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リ
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環境情報の提供環境情報の提供環境情報の提供環境情報の提供環境情報の提供環境情報の提供

環境負荷の小さい環境負荷の小さい
製品・サービス製品・サービス



グリーン購入は “円（￥）の投票”
消費者が未来 カギを握 る消費者が未来へのカギを握っている！

一人の百歩より 百人の一歩！




