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瀬口 亮子（せぐち りょうこ）プロフィール

• 東京都武蔵野市生まれ。

• 水Do!ネットワーク事務局長、NPO法人 環
境市民 理事・研究員、環境カウンセラー。

• 2002年より2015年３月まで13年間にわたり
国際環境NGO FoE Japan（フレンズ・オブ・
ジ・アース）職員。

• 主に廃棄物・３Ｒおよび気候変動・エネル
ギーの分野において、国内外の法制度や
取り組み事例の調査研究、提言活動を行う
とともに、環境のまちづくりに向けた市民・行
政・事業者間の連携コーディネートを手がけ
る。

• 著書『「脱使い捨て」でいこう！世界で、日本
で、始まっている社会のしくみづくり」（彩流
社・2019年）



世界が脱使い捨てに向かう背景



世界で使い捨て「プラスチック」削減等の政
策・取り組みを加速させている要因・背景

従来から（根本的理由）
〇天然資源の有限性
〇地球温暖化防止

最近（加速要因）
〇パリ協定
〇国連持続可能な開発目標（SDGs)
〇サーキュラー・エコノミー
〇海洋プラスチックごみ問題
〇中国によるリサイクル資源輸入禁止



そもそも地球の資
源の使い過ぎ！

•人類は、地球の再生
産力を上回るペースで
天然資源を使用し続け
ている。

•日本人と同じくらしをす
べての国の人がしたら、
地球が2.8個必要。

•先進国は、途上国や
将来世代の分まで消
費している！



地球1個分でくらそう

地球1個分でくらし続ける（＝
持続可能な社会）ために

「脱使い捨て」（持続可能な消費
と生産スタイルへのシフト）

が重要！



世界と日本の脱・使い捨ての動向（１）
レジ袋



世界各国のレジ袋削減政策

◆アイルランド：レジ袋税（Plastic Bag Levy 2002年 0.15
ユーロ/枚→2007年0.22ユーロ）

◆英国：自主協定（小売業協会と環境省）目標達成でき
ず→法制化開始（ウェールズ有料化、北アイルランド
課税、スコットランド有料化（いずれもプラ、紙、バイオ
プラ対象）。イングランド有料化（大型スーパー、プラ
のみ）。

◆イタリア：慣習的にスーパー等では有料。2011年より
石油系プラスチックは法律で使用禁止

◆韓国；一回用品使用規制により無償配布禁止（一定
規模以上の小売店対象、プラ・紙の両方→2008年緩
和によりプラのみ）

◆中国：無償配布禁止（すべての小売店対象）。

◆米国：カリフォルニア州などで多くの自治体がプラス
チック製袋の使用禁止、紙・バイオプラ袋の有料制。

イタリアのスーパー
様々な袋の料金

韓国 パン屋でも袋有料



EU：
野心的削減目標と施策導入指令
• 欧州議会は、2015年4月28日、使い捨てレジ袋の使用を
削減する指令改正案を承認。

• 加盟国は以下の２つのうちいずれかまたは両方の措置を
取らなければならない（すでに制度を導入している国は除
外）。

（1）市民一人当たりの軽量レジ袋の年間消費量を平均で、
2019年までに90枚以下、2025年までに40枚以下とするため
の措置をとる。

（2）2018年までに有料化する。

• 対象： 厚さ0.05ミリ以下の袋（再利用されにくく、海や川を
汚染して生態系を損なう確率が高い）。

• ＥＵ市民の2010年のレジ袋消費量は１人当たり平均198枚
に上っており、このうち90％がこうした薄手の袋だった。



日本：自主的取り組みに依存から
ようやく有料化の議論に

• 2006年改正（2007年施行）容器包装リサイクル法で事業者に対
する排出抑制促進措置の目玉に。

• 容器包装を年間50トン以上使用する多量利用事業者に定期報告
義務（施行令）。レジ袋も報告対象に。

• 各地で自治体と市民団体、スーパー等の連携による有料化等の
自主協定の動き。

• 一部の大手スーパーは全国一斉有料化実施

• しかし、地域、事業者により積極性は二分化。

• 国レベルでの法的措置の検討、賛否両論で膠着。容器包装リサ
イクル法の見直しでは引き続き自主的取り組みの推進のみ
（2016年３月審議会答申）。

• 2018年10月環境省が有料化義務付け検討を発表。

• •2019年６月、G20を前に環境大臣、経産大臣が「2020年夏の東
京オリンピックに遅れないように」「早期の法制化」の意向を発表。

• 同９月～ 環境・経産合同レジ袋有料化小委員会で審議中



レジ袋有料化で削減効果は歴然

•有料化実施店舗では約８割削減。

（それ以前のキャンペーンやポイント等では約２割）

平成22年度環境省調査



世界と日本の脱・使い捨ての動向（２）
使い捨て品
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使い捨て品等（韓国）

〇韓国の「一回用品（使い捨て品）使用規制」

• 「資源の節約と再活用促進に関する法律｣
（1992年制定）に盛り込まれ､徐々に強化され
た。

• 業種別に規制対象品目､規制事項を設定
ごみ発生抑制のための法律整備

食堂： 一回用皿、コップ、箸等

⇒ 使用抑制

ホテル： 一回用歯ブラシ、シャンプー等

⇒ 無償配布禁止

百貨店、スーパー： レジ袋

⇒ 無償配布禁止

・世界的チェーンのマクドナルドやスターバック
スコーヒーも、店内でマグカップやグラス等の
リユース容器を使用（面積により免除あり）。



使い捨てプラスチック製品（ＥＵ）
2018年５月28日 欧州委員会は欧州の海洋や海岸で最も頻
繁に見つかる10種類の使い捨てプラスチック製品と遺失・放
棄された漁具を対象とする海洋ごみ削減への新ルールを提
案。2019年５月強化された最終案採択、同６月発効。

主な対象品目と提案された対策

• 綿棒： ＥＵ市場内販売禁止

• カトラリー、ストロー、マドラー、皿： ＥＵ市場内販売禁止

• 飲料用ペットボトル＆フタ： デザイン変更、ＥＰＲ、啓発
（2025年までに回収率90％以上を要求）

• 飲料用カップ：消費の抑制、ＥＰＲ、啓発

• 食品容器： 発泡スチレン等特定素材を禁止、消費の抑制、
ＥＰＲ、啓発

• タバコのフィルター：ＥＰＲ、啓発

• レジ袋： ＥＰＲ、啓発



脱プラスチックストローがブーム？

• 2018年、米国の自治体（マリブ、シアトル等）でプラスト
ロー禁止の条例施行、英国がストロー禁止法制化を発表

• マクドナルド、スターバックスコーヒー等が、プラスチックス
トロー廃止の方針を発表

• ホテル、航空会社等も相次いで、プラストロー廃止を発表。

⇒ ストローに着目しすぎて本質を見誤るなかれ



日本：広がるリユース食器利用

• お手本はドイツ（サッカースタジ
アム等で使用、多くの自治体
がイベントの使い捨て食器を
規制）

•環境省実証事業で日本のスタ
ジアムに導入開始。

•各地NGOが地域のイベントに
導入（食器の回収・洗浄・貸し
出し）

• 2014年、京都の祇園祭の屋台
でもリユース食器使用！

• 2017年、大阪天神祭りでも導
入！



リユース食器利用を後押しする
自治体の取り組み

• ドイツの自治体（フライブルク市ほか）

公共施設の貸出要綱で、飲食を提供する際の使い捨て食
器の使用禁止、リユース食器の使用を規定
• 京都市、山梨県等
環境にやさしいイベント開催要綱設置
• 東京都港区、川崎市多摩区等 他多数
リユース食器の所有、無償貸出
• 京都市、鎌倉市、山梨市 他多数
リユース食器レンタル料への助成（全額or一定割合）
・九都県市、国体
行政主催イベントでのリユース食器率先利用



世界と日本の脱使い捨ての動向（３）
ペットボトル



動画「ひろげよう！オアシスのあ
るまちづくり」

水Do!の現地調査から海外５都市、国内６都市の取り組みを紹介。
水Do!およびRefill Japanのサイトトップページからご覧になれます。



日本でも
自治体やNGOの活動の広がり

• 長野県飯田市：会議では基本
的に湯のみでお茶を提供、オ
リジナル・リユースびんでＰＲ。

• 神戸市、熊本市等：水道局が
魅力的な水飲み場を設置

• 京都市：大学と連携して水道水
ＰＲキャンペーン

• 熊本県水俣市：水筒持参者に
地元産のお茶を100円で提供
の「茶のみ場」サービス。

• 香川県高松市：市内店舗での
無料給水マップ開始（2018年６
月～）



奈良県生駒市
日本の水Do!トップランナー

• 庁舎や市施設の飲料自販
機の廃止

• 環境マネジメントハンドブッ
クに会議での使い捨て容器
使用抑制の方針を明記、リ
ユースびん入り茶の積極的
利用

• 魅力的な水飲み場、給水機
の設置

• 店舗等への給水サービス提
供の働きかけ、給水マップ
の作成

• 地域イベントへの給水機貸
出



水Do!キャンペーンとRefill Japan



水Do！（スイ・ドゥ）とは

ペットボトル等の使い捨て（ワンウェイ）容
器入りの飲料の利用を減らし、水道水の
飲用を推進することにより、環境負荷の
低減、地域の水資源保全、人にやさしい
まちづくりを促進するキャンペーン。

2010年6月国際環境NGO FoE Japanの
活動として開始、201４年度より水Do!ネッ
トワークとして活動を拡大。



ペットボトルの生産量とリサイクル率の推移
生産量（重量）は２0年間で約５倍に

特に増えたのが
水とお茶！

1996年

小型ペットボトル
登場

1997年

容器包装リサイ
クル法による自
治体の分別収集
開始



ペットボトル入り飲料水と水道水の
環境負荷比較 その差は歴然

重い液体の
輸送に多大
なエネルギー
を消費

リサイク
ルしても
環境負荷
軽減効果
はごくわ
ずか

水道水の環境負荷は
ミネラルぉーたーの
1,000の１



なぜ水Do! ?
環境負荷をへらす

• ペットボトル等の使い捨て容器入り飲料は、容器の製
造・飲料の長距離輸送・販売時の冷蔵・使用後の容器
のリサイクルといったライフサイクルで、多くの資源・エ
ネルギーを消費し、CO2を排出。

• 水道水を上手に飲用利用すれば、環境負荷を大きく削
減できる。



なぜ水Do! ?
地域の水を守る

•水は、地域の共有財産。
水源の森も、川も、地下
水も、水を共有する地
域全体で守ることが必
要。

• 「飲む」ことを通して、地
域の水資源に関心を持
つことは、地域の水を
保全する活動の第一歩

• その先の海にも配慮し
た行動につながる。



なぜ水Do! ?
人にやさしく潤いのある社会をつくる

•人は誰でも水がなくては生きられない。

•人々が健康を維持するための水分補給インフラを
用意することは、公共の責任。

• 「街のオアシス」が増えることで、魅力的なまちづくり
につながり、新たなコミュニケーションが生まれる。



水Do!がめざす2020年の日本

（１）会議の場に使い捨て容器入り飲料はない！
特に省庁、自治体の審議会等

（２）街中にオアシスがたくさんある！
公共の水飲みインフラ＋店舗等の給水
サービスの提供、案内掲示の徹底

（３）自然保護区等はペットボトルフリー！



東京オリンピック・パラリンピック
を水飲みインフラ整備の契機に

•真夏の東京での開催⇒熱中症対策

• そもそもスポーツ施設に給水インフラは必須

• レガシーとして街を変えるチャンス

•競技場内に多くの水飲み場、給水設備を

•競技場内への水筒持ち込みを可能にし、持参呼び
かけを

•街中（屋内外）に、誰もが使える水飲み場、給水設
備を



給水スポットを広げよう！2019年
５月、Refill Japanキックオフ！



Refill Japanとは

•誰もが気軽に利用できる街中の水飲み場・給水機や、
水筒に無料で給水してくれる店舗等の「給水スポット」
を増やし、利用を広げることで、ペットボトル等の使い
捨て容器入り飲料の利用を減らし、環境負荷の低減、
魅力的なまちづくり等を推進する活動のプラットフォー
ム。

•地域で給水スポットづくりに取り組む市民団体、行政、
企業等、様々な主体がプラットフォームに参加。

•英国のRefillキャンペーンと提携。

•公式サイトhttps://www.refill-japan.org 



Refill Japanの給水スポット
【大原則】

•誰でも無料で利用できる（×会員制、
×特定のボトルの購入義務等）

•水道水である（×宅配水のウォーター
サーバー等）

【スタイル】

•水飲み場（常温、冷水）

•水筒用給水機

•店舗での給水サービス

など



Refill Japanの参加方法

• Refill Japanのボランティに参加する

•地域のRefillの活動に参加する

•地域のRefillを立ち上げる

•個人サポーターになる

•企業パートナーになる

※ご関心をお持ちの方は、お気軽に事務局にご連絡
ください。

E-mail: info@refill-japan.org 



おわりに



脱使い捨て社会をつくろう

•ライフサイクルでの資源・エネルギー
消費を考えて、できるだけ「使い捨て」
を回避することが大切。リサイクル、
素材転換は根本的解決ではない。

•意識の高い人や企業だけでなく、誰も
が行動変化を起こすための「社会のし
くみ」をつくることが大切。

•しくみづくりには誰でも参加できる。法
律や条例だけでなく、学内、コミュニ
ティのルールづくり、代替案（リユース
食器や給水スポット）の普及活動も社
会を変えるしくみづくりの一つ。



参考：飲料容器のLCA比較
（プラスチックから缶やびんにすればよいとい
うわけではない）

出展：安井至（元国連大学副学長、東京大学名誉教授）



ありがとうございました

●水Do!キャンペーン

http://sui-do.jp

●Refill Japan

https://refill-japan.org


