北海道教育大学札幌校 第 59 回藍涼祭

リユース活動のご案内
藍涼祭で行われるリユースシステムの概要を簡単にご紹介いたします。ご不明な点はお
気軽にリユース本部や黄色い腕章をしたリユース活動スタッフまでおたずねください。

食器は持ち帰らずに
返却ブースまたはリユース本部へ！！
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注１）返却ブースは講義棟２Ｆ中央、１Ｆ学生ホール、玄関前の３ヶ所に設置しています。
注２）ご返却の際はリユース箸と割り箸をお間違えのないようお願い申し上げます。
注３）札幌市で貸し出しをしている食器洗浄機と食器を搭載した小型トラックです。
きれいな食器
汚れた食器

ごあいさつ
本日は第59回藍涼祭にご来場いただきありがとうございます。藍涼祭では例年、紙コッ
プやプラスチック容器、発泡スチロールトレーなどの使い捨て容器が当たり前のように使
用され、ごみとして大量に捨てられていました。みなさんも地域のお祭りやバザー、野外
イベントなどでごみ箱からあふれかえる山のようなごみを目にしたことがあると思います。
こうした現状を目の当たりにし、私たちもなんとか藍涼祭をごみの出ないイベントにし
たいという思い、昨年度から使い捨て容器の代わりに、何度も繰り返し洗って使用できる
リユース食器を導入しました。飲食店にリユース食器を積極的に使用してもらうことで、
使い捨て容器の使用を削減し、藍涼祭で出るごみの減量化に努めています。
リユース活動は今年で２年目を迎えますが、依然として試行錯誤の段階であり、今後の
データ・経験の蓄積により、まだまだ向上していけるものと考えています。どうか本活動
へのご理解とご協力をお願い申し上げます。
来年には地球環境問題を大きなテーマとしたＧ８サミットの北海道洞爺湖地域での開催
が決定するなど、道民の環境問題への関心も高まりつつあります。この活動が、みなさん
がエコを身近に感じ、楽しみながら実践していくきっかけにほんのわずかでもなれば幸い
です。
最後になりましたが、リユース活動を行うにあたりご協力・ご支援いただきました多く
の方々に、この場をお借りして御礼申し上げます。
「使い捨て」から「リユース」へ
たとえば、紙コップとリユースカップではどちらが環境に影響を与えるのでしょうか。
たった1度しか使用しないのであれば、当然紙コップが優位に立つでしょう。しかし、山
梨大学や東京大学のLCA注）を用いた研究では、6～7回リユース（再使用）すると、一回し
か使用できない紙コップよりもリユースカップのほうが環境への負荷が低くなることがわ
かっています（下のグラフ参照）。
このデータを藍涼祭リユース活動に簡単に当てはめることはできませんが、本活動で使
用している食器はすでに数えきれないほど使用されており、使い捨て容器を新たに投入す
るよりも環境への影響が少ないということがいえるでしょう。
もったいないという言葉が今、世界的に流行しています。国土が狭く資源の少ない日本
では、古くからものを大事にし、繰り返し使用する文化がありました。最近では技術の進
歩によりリサイクルできる容器というものも登場していますが、日本人が昔から大切にし
てきたリユースの文化というものを今一度、見直したいものです。

注）LCA:ライフサイクルアセスメント

（ＮＰＯ法人スペースふう HP）

原材料採取から製造、流通、使用、廃棄に至るまでの製品の一生涯（ライフサイクル）で、
環境に与える影響を分析し、総合評価する手法。（環境白書より）

４Ｒのすすめ
「４Ｒ」とは環境先進国・ヨーロッパのゴミ処理の大原則で、これによりゴミを大幅に
削減することに成功しています。
リユース活動には「リユース」だけでなく、ゴミになるものを使わないという意味で、
「リフューズ」や「リデュース」の視点も含まれています。
優先順位：①＞②＞③＞④

① REFUSE（リフューズ） やめる
② REDUCE（リデュース） 減らす
ゴミになるものを買わない、使わないようにしましょう！
その結果・・・
ゴミになるものは作らない、そして売らなくなり、なんでもバラ売り・量り売りがあた
りまえ、買い物袋を持って買い物に行くのもあたりまえという理想の社会に！！！

③ REUSE（リユース）再使用
使い捨て容器（ワンウェイ容器）でなく、ビールびん・酒びん・牛乳びんのように、何
度も使える容器（リターナブル容器）に入った製品を選びましょう！
その結果・・・
店で容器を回収、メーカーが洗浄し中身を詰めて販売するのがあたりまえという理想の
社会に！！！
例）調味料やシャンプーなども容器を持っていくと中身だけ量り売りをしてくれる

④ RECYCLE（リサイクル）再利用
リサイクルも大事ですが、ほかの３つのＲでゴミを減らした後でなければ意味がありま
せん！
大量生産・大量消費・大量廃棄・リサイクルではいつまで経ってもゴミは減りません！
私たち自身が４Ｒをこころがけ、ゴミの出ない買い方・使い方をすることが大切です。
●無駄なものを買わず、本当に必要なものだけを買う。
●できるだけ量り売りを利用する。
●料理は作り過ぎない。必要な量を買い、使いきる、賞味期限で簡単に捨てない。
●レジ袋や過剰な包装は断り、マイバックを持参する。
●使い捨て容器の商品は買わず、詰め替え容器の商品を買う。
●製造、使用、廃棄の段階で資源とエネルギーの使用が少ないものを選ぶ。
●割り箸、ペットボトルの使用をやめ、マイ箸、マイボトルを持ち歩く。
など、できることはたくさんあります。まずは１つ、始めてみましょう。自分自身のラ
イフスタイルを見直すことがごみを減らすことになり、結果的には家計の節約をすること
にもなります。

ご来場のみなさまへ
～ごみの分別にご協力ください～
藍涼祭で発生したゴミは、事業系ごみとして分別・収集・処理されるため、家庭ごみと
分別方法が大きく異なります。以下の7分別にしたがって分類していただくようお願いし
ます。ごみ箱は会場内に設置されたゴミステーションをご利用ください。ご不明な点はス
タッフまでおたずねください。
ゴミステーション設置場所：講義棟２Ｆ中央、１Ｆ学生ホール、玄関前、リユース本部
の計4ヶ所
①燃えるごみ Burnable Waste
紙くず、紙パック、紙コップ、やわらかいプラスチック類
（ビニール袋、お菓子の袋、弁当・カップめんの容器など）、
つまようじ、木くず（割り箸を除く）、布類 など 。
ただし、生ごみは専用のごみ箱へ。
②ペットボトル・カン Plastic Bottle and Can
中身の残っていないペットボトル、アルミ缶、スチール缶、缶詰
※ペットボトルはキャップをはずしてから捨ててください。

など。

③びん・ガラス Bottle and Glassware
ガラスびん（ワンウェイびん）、ガラスの破片
※ビンはキャップをはずしてから捨ててください。
④かたいプラスチック Hard plastic
力を入れても容易に変形しないプラスチック類。
目安：キャッシュカードより厚いもの
（ペットボトルのキャップ・ボールペン など）
⑤もえないごみ Non-Burnable Waste
びんのふた、スプレー缶、金属くず、アルミホイル、乾電池、
ゴム製のものなど、他の何れにも分類されないごみ。
⑥生ごみ Kitchen Garbage
食べ残しや飲み残し。
※大量の液体はご遠慮ください。
⑦わりばし Disposable Wooden Chopsticks
※リユース箸と見分けにくいため、誤ってお捨てにならないようご注意ください。
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リユース活動アンケート
本日は第59回藍涼祭にご来場いただき、ありがとうございます。さて、リユース活動推進委員会で
はご来場のみなさまを対象にアンケートを実施しております。今後の活動をよりよいものにするため
に、ぜひご協力お願いします。
〔１〕藍涼祭でリユース活動が行われることを事前にご存知でしたか。
Ａ．知っていた
Ｂ．知らなかった
〔２〕〔１〕でＡを選んだ方 この活動をどのようにお知りになりましたか。（複数回答可）
Ａ．藍涼祭のパンフレット
Ｂ．駅やお店の案内ポスター
Ｃ．大学内のポスター
Ｄ．知
人を通して
E．その他（
）
〔３〕藍涼祭リユース活動を通して、環境問題への意識に変化はありましたか。
Ａ．かなり高まった
Ｂ．やや高まった
C．低下した
D．変化は感じられない
〔４〕藍涼祭リユース活動についてそれぞれどう考えましたか。よろしければその具体的な理由もお
聞かせください。（1つずつ選択）
１非常に良い ２良い ３悪い ４非常に悪い
a. 食器の返却について
【
１
２
３
４
】
理由（
）
b. スタッフの対応について 【
１
２
３
４
】
理由（
）
c. ごみの分別について
【
１
２
３
４
】
理由（
）
d．展示物について
【
１
２
３
４
】
理由（
）
〔５〕来年も藍涼祭においてリユース活動を行うべきだと思いますか。
Ａ．思う
Ｂ．どちらかというと思う
Ｃ．どちらかというと思わない
Ｄ．思わない
Ｅ．わからない
〔６〕 〔５〕で（Ｃ,Ｄ）を選んだ方 その理由はなんですか。（複数回答可）
Ａ．リユース活動の環境負荷の軽減効果に疑問
Ｂ．食器の返却方法の不備
Ｃ．藍涼祭リユース活動自体の環境対策の不備
Ｄ．藍涼祭でのリユース活動は不要
Ｅ．面倒，わずらわしい
Ｆ．持ち帰りへの対応が悪い Ｇ．使用されている食器が適当でない
Ｈ．スタッフの対応が悪い
Ｉ．その他（
）
〔７〕藍涼祭リユース活動（藍涼祭全体についてでも構いません）に関してご意見・ご要望・ご感想
などをお聞かせください。

【

】

よろしければ、以下の項目についてもご記入願います。
●お住まいの地域
Ａ．札幌市北区
Ｂ．その他札幌市（
区）
C．札幌市外（
）
●ご利用の交通手段（複数回答可）
Ａ．ＪＲ
Ｂ．バス
Ｃ．車
Ｄ．地下鉄
Ｅ．徒歩
Ｆ．その他
●所要時間
約（ ）時間（
）分
●年齢 10歳未満 10代 20代 30代 40代 50代 60代 70歳以上
●性別 Ａ．男性
Ｂ．女性
●ご職業 Ａ．社会人
Ｂ．主婦
Ｃ．教育大生
Ｄ．他大学生
Ｅ．高校生
生
Ｇ．小学生
Ｈ．その他（
）

Ｆ．中学

ご協力ありがとうございました。今後の活動に大いに参考にさせていただきます。なお、いただい
たアンケートは藍涼祭リユース活動推進委員会が厳正に管理・保存いたします。

