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【式次第】    12:00～13:00 

1．司会進行   鷲澤 充代     幹事 

2．開会点鐘   古山 真紀子    会長 

3． ロータリーソング        「手に手つないで」 

4． ゲスト・ビジター紹介      寿原 裕美子     会員 

ゲスト紹介： 

F table株式会社 代表取締役 村田裕太様 
 

ビジター紹介： 

本日の卓話者  

株式会社トベ商事 代表取締役                

東京後楽 RC            戸部 昇 様 

 

東京北 RC  幹事  

次年度地区環境委員会委員長 横山武志 様 

 

米山奨学生             アディラ・ヤクフさん 

 

5． ニコニコ報告    光行 順子     会員 

東京丸の内 RC古山会長：戸部様本日の卓話楽しみにして

おります。 

東京丸の内 RC尾崎創立会長：戸部様本日はどうぞよろしく

お願いたします。 
                     

6． 会長挨拶             古山 真紀子   会長 

・本日ゲストでご参加いただいた村田様、お忙しいところあり

がとうございました。 

 

・31日の地区大会、皆様お疲れ様でした。ほとんどの方が

久しぶりか初めての参加であり、地区大会ならではの賑わい

を感じて頂けたと思う。 

 

・先週金曜日 3日には記念すべき 100 回例会記念のお祝

いとして、米山奨学生アディラさんにも参加頂き、夜に懇親

会を開いた。とても楽しいひと時を過ごした。 

夜景がきれいな素敵な場所を提案してくださった事務局の

桑原さん、ありがとうございました。 

 

・6月に入り今年度もいよいよ最終月を迎えた。 

卓話も本年度最後を飾るのにふさわしい東京後楽 RCの戸

部さん。 

地球環境問題への取り組みについてお話いただく。 

 

・1年前、会長就任時に「環境活動、海洋プラスチックゴミに

ついて関心があり取り組みたい。」と言っていたが、あっとい

う間に一年が過ぎた。 

当初から良いお話をしてくださる方がいないかと、卓話者リ

ストで探していたが戸部さんにたどり着いた。 

年度内にお話をして頂ける事となり、大変嬉しく思っている。 

戸部さんは大変なご経歴のある方で、今回卓話をお受け戴

いたことに感謝している。 

 

私もクラブ環境委員を拝命し、嶋村次期カバナーも力を入

れている環境問題。 

環境委員会は既に何回かミーティングが開催されていて、

委員長としてご尽力されているのが本日のビジター東京北

RCの横山さん。 

横山さんに一言ご挨拶をお願いします。 

 

横山様： 

皆さんこんにちは。本年度クラブ幹事、来年度社会奉仕部

門の環境委員会委員長を拝命している。 

今年度から環境問題がロータリー重点項目になり、環境委

員会も新たに発足した。 

7月 31日・9月 25日を「環境保全クリーン活動日」と定め、

地区クラブそれぞれの取り組みを内外に向けて発信していく

予定。 

こちらのクラブでも是非取り組んでいただきたい。 

よろしくお願い致します。 

 

古山会長： 

・以前卓話で来ていただいた志熊さんも東京北 RC。 

青少年交換留学生の説明時に来ていただいた大森委員長

も東京北 RC。 

嶋村ガバナーの次年度にガバナーとなられる栃木さんも北

RC。 

とても大きなクラブで活躍されている方々も多岐にわたる。 

 

・今年度自身のメークアップ目標としていた千代田 5 クラブ

にはメンバーの皆さんと一緒に全て出席できた。 

次年度は千代田地区以外の２５８０地区となる東・北・多摩・

武蔵野・沖縄分区の他クラブに向けてもメークアップをした

いと思っている。 

まず、卓話者で依頼した方々の所属クラブや環境委員の方

が在籍するクラブから伺いたいと思っている。 

会員の皆さんも是非ご一緒に行きましょう。 

戸部さん、横山委員長、近日中に訪問させて頂くことになる

かと思います。 

その節はどうぞよろしくお願い致します。 

 

・最後に、ロータリーの友に毎回クイズが掲載されていて、私

は毎回応募しているが、今回また景品が当たった。 



「顔マル」 ストレス対応玩具。 

継続して応募していると 1年に 1回ぐらいは当たる・・ 

そんな楽しさも見つけて、「ロータリーの友」を読んでいただ

ければと思う。 
 

7． 米山奨学金授与       吉田 秀樹   会員 

アディラさん： 

順天堂大学院のアディラです。奨学生となりとてもうれしい。 

これから頑張ります。ありがとうございます。 
 

8.  幹事報告             鷲澤 充代    幹事 

本日が卓話最終回。                       

待ったなしの環境問題に関して戸部様からお話を伺う。  

地球温暖化も含め世界では環境問題が 25の課題に分類さ

れている。                              

自らが取り組めることも含めてお話を伺えると思う。     

後程よろしくお願い致します。 

 

9． 卓話                

 

・私の職業は容器リサイクル業を行っている。 

千代田区のリサイクルも行っている。 

リサイクルの現場からありとあらゆるものが出てくる。 

物を使う人、片す人、そして上流に物を持っていく人。 

上流へもっていく仕事が私たちの仕事。 

このサプライチェーンを過去に振り返り見て行くと、「もっとこ

んなことが為されればよかったんじゃないか」・・と言う部分が

ある。 

経済成長と共に私たちは生活して来た。 

その上で徐々に生じてきた問題。 

「どんな事が起こったのか」について、今日はお話させてい

ただく。 

 

・私たちの仕事が、一体どんなものなのかを紹介させていた

だく。 

創業は明治 26年、今から 129年程前から空き瓶の回収業

を行ってきた。 

当時、日本で初めて瓶ビールが作られ、その回収をビール

会社自らが行なっていた。 

その回収サイクルから外れた瓶、そういうものも多くあり、そ

れらを回収しビール会社に販売する、またお酒の一升瓶を

酒屋さんに戻す事を行ってきた。 

平成元年位までそのスタイルで日本は来ていたが、それ以

後、新しい容器が使用されることとなり状況は変わる。 

ビールは缶に、醤油はペットボトルに、牛乳・お酒は紙パック

に入るようになり、容器の量がものすごく増えた。 

この増えた容器は全部ワンウェイの為、各市町村の廃棄場

が満杯になってしまった。 

今日、千代田区でも分別回収を行なっているが、行政がゴミ

の分別回収をしなければならない状況になっている。 

我々もずっと資源業界にいた為、もし缶を回収したら、それ

をどこに持っていけばリサイクルできるのか・・・ということは全

て分かっていた。 

仕事を時代に合わせ転換して来た。 

 

・昔からやっているリターナブル瓶の洗浄に加え、ワンウェイ

瓶のリサイクル【集めてもう一度ガラスにする】、空き缶・ペット

ボトルのリサイクルも行っている。 

今から 25年程前から、これらは全部東京都の中央防波堤

に埋め立てられていたが、あっという間にいっぱいになって

しまった経緯がある。 

私どもでは発泡スチロールトレードリサイクル、その他家庭か

ら出るプラスチックを選別・圧縮してリサイクル、買取回収コ

ンテナの洗浄分別回収を行なっている。 

瓶は黄色いコンテナ、缶は水色のコンテナに瓶・缶を仕分け

し回収するもの。 

千代田区の場合、マンションの管理人さんがこれらの分別

仕分けを行なっている場合が多い。 

さらに行政のリサイクルセンターからの要請も受けている。 

選別する作業員の育成がなかなか出来ないという理由から

運営も行っている。回収車が燃えてしまう事案も発生してい

る、危険物のボンベ缶、使い捨てライター商品、 

ビルの一般廃棄物、いわゆる産業廃棄物の中間処理にも携

わっている。 

 

・今、従業員数は 200名程、うち健常者 158名、サポーター

（障害の方）42名と一緒に仕事をしている。 

東京都の営利事業所の中でも弊社の障害者雇用率はとて

も高く、常に一位か二位にランクされている。 

「障害者とともにやっている企業」であることを報告させて頂

く。 

 

・リサイクルの ABC ということで、皆さんもご存じとは思うが簡

単に説明する。 

「リデュース・リユース・リサイクル」これら３つの頭文字を取っ

て「三 R」と言われている。 

さらにリサイクルには四つの方法がある。 

 

①水平リサイクル【割れたガラス瓶を集め、もう一度再生ガラ

ス瓶をつくる。同じ物に変える】 

②カスケードリサイクル、マテリアルリサイクル 【新たに別な

ものになる。例えばスチール缶。溶鉱炉ではなく電気炉で鉄

筋棒とか鋼材に変える】 

アルミ缶は 70％アルミ缶へ、30％は自動車の部品などへ。 

ペットボトルは 30%がペットボトルへ、残り 70%は例えば卵の

パックや繊維へと変わる。 

もともとペットボトルの素材はポリエチレンテレフタレートと言

って、これは繊維を作る材料。たまたまボトルを作ったら非常

にうまくできた。 

③サーマルリサイクル【粒状にして燃料として活用】原料は

プラスチック 

④ケミカルリサイクル【科学的原料とする】原料はプラスチッ

ク。 

集めてガス化し、そこからアンモニアを取ったりする手法。 

 

株式会社トベ商事 代表取締役 

東京後楽 RC 

戸部  昇 様 
 

 『誰もが出来る 

地球環境問題への取組』 

 



・このような形でリサイクルが行われてきた。 

具体的に千代田区のリサイクルについてお話しすると、瓶・

缶・ペットボトル・その他プラと四品目これらを回収して、リサ

イクルのルートに載せている。 

私共も平成 7年より千代田区リサイクル事業協同組合から

依頼を受けている。 

千代田区は比較的早くからプラスチックを集めているが、昨

年の 6月「もっとプラスチックを集めよう」ということで、プラス

チックの新法ができた。 

10年前から全てのプラスチックの回収に取り組んでいて、非

常に先進的な取組をしている。 

 

・こうして集まった回収品がどのぐらいの量があるかを見る。 

3年間の表。2020年では缶が 223ｔ、瓶が 934ｔ、ペットボト

ル 456ｔ、その他プラで 497t 合計で 4130t。 

回収する車の台数に換算すると、２ｔトラックで缶の回収には

1,115 台。瓶で 810台、ペットボトルで 2680台、その他プ

ラ、これらは圧縮機搭載のパッカー車と言うものを使っても

1,240 台が必要。 

年間では全部で 5,845 台。 

役所の車が回ってきたからといって、そのまま片付いている

訳ではなく、回収には全て費用が掛かる。 

 

・昔の話に戻ると、ビール会社からビール瓶を回収するまで

小売店経由の場合には社会的な費用は一切かからなかっ

た。 

瓶から缶に変わったことで、仕組みが変わった。 

家庭から出た缶のゴミはリサイクルセンターに運ぶが、ここで

運搬費用がかかる。 

リサイクルセンターでは集まった缶をアルミ缶とスチール缶と

に分ける。 

瓶も色別に分別を掛ける。 

選別・圧縮・破砕と一定量、ロット単位になるまで集積し、そ

の後初めて運搬費用をかけて産業界に戻る。 

これらの全部の過程においてお金がかかっている。 

昔のように資源を売れば利益が出る時代ではない。 

 

・資料は名古屋市のものだが、瓶収集に 1キロ当たり 65円

かかる。 

ペットボトルだと収集から選別保管費用も含めリサイクル費

用が 140 円。 

費用が掛かっても売れるから良いとも言えるが、実際に瓶の

場合のキロ売価は１円、缶の場合は相場がものすごく変動

するが、今でこそ平均して 55円ぐらい。 

プラ容器は最初からお金にはならない。 

ペットボトルも相場が上がってきて、ようやく 47円。 

全部マイナスとなり、マイナス部分の費用は役所が税金から

捻出しているのが現状。 

 

・次に、今話題となっている海ごみの話。 

インターネットで「カリブ海のゴミ」と検索するとこの写真が出

てくる。 

本来カリブの海はきれいな水色なはずだが、ここでは灰色。 

この原因、実は全部浮遊しているプラごみ。 

カリブ海のおそらくこの地図で表されている、グアテマラ・ホ

ンジュラス周辺だが、グアテマラの川からペットボトルが流れ

てくる動画もある。 

わざわざこの動画を作ったのでは？と疑わしく思えるほど。 

海の中はどうかというと、よく最近目にする首に漁網を巻きつ

けたウミガメの写真。 

非常に危機的な状況に来ていることを表している。 

・もう一枚の写真はアホウドリの一種。 

死因を解剖して調べたら、内臓の中が使い捨てライターや

プラスチックの破片で満たされている。 

 

・「日本は分別回収しているから大丈夫」と思われるだろう

が、容器包装の 3Rを進める「全国ネットワーク」が発表した

浮遊するプラごみの写真。 

これは間違いなく日本の風景。 

日本にも同じような状況が生じていることを表している。 

場所を案内してもらい見学に行ったが、確かにこのような状

況。 

毎年ボランティアが入って清掃活動を行っているとのこと。

先ほどの鳥のおなかの中にあったものと同様、使い捨てライ

ターや DVDのケース、ストロー等のプラ製品で埋め尽くされ

ている。 

これらはどんどん細かくなりマイクロプラスチックになる。 

日本の行政がリサイクルに取り組んでいても、いずれそういう

問題が起きてくると思う。 

おそらく海鳥は波間に浮かんで動いているプラスチックを、

餌と間違えて食べてしまうのかもしれない。 

「ガラス片がお腹から出てきた」という話は聞いたことはな

い。つまりリユース瓶であればこの様な被害は発生しない。 

 

・リサイクルが決して進んでいないわけではないが、ガラス瓶

からペットボトルの内、ペットボトルの回収率が 96.7％と一番

良い。 

それだけ回収されているが、仮に 1%のものが何らかの形で

自然界に放出されるとなると、一年間に 2億 5200万本。 

先ほどの写真の意味することの重大さが感じられる。 

 

・今からもう 20年前から既に、容器のリユースに取り込む試

みを、生活クラブ・東都生協・パルシステム・グリーンコープ

の四つの生協は行なってきている。 

自分たちで販売するものを出来る限りリユース容器に詰めた

ものとする取組。 

何回も使える容器で配達し、使用後の容器を回収し洗浄再

利用のサイクルを構築している。 

当然壊れるものもあるが、完全に生産から廃棄まで管理して

おり、拡大生産者責任（EPR）をしっかりとはたしている。 

 

・それではリユース工場のビデオをご覧頂く。 

 

・表はＬCA（製造における co2 排出量比較）の環境負荷の

比較。これによると、リターナブル瓶の環境への負荷が最も

少ない。瓶は重いという欠点こそはあるが、このリユースの考

え方は大切。 

海外での取組を紹介すると、まず環境先進国ドイツ。 

ビール清涼飲料水等は 70%以上のリユース容器を使うことが

法律で定められている。 

デンマークでも果汁においてワンウエイ瓶の使用が認めら

れているものの、基本的にはリターナブルが義務付けられて

おり、国内飲料容器の 97%がリユース対応。 

アメリカオレゴン州では 70年代前半 36%が、現在では 97%

を占めるまでになっている。 

世界的に取組の見直しが行われている。 

 

・最近ポスターをよく見かけ、また私みたいにピンバッジを付

けている人も増えた SDGｓ。サスティナブル・ディベロプメン

ト・ゴールズは 17の環境目標において持続可能な開発目

標を作り、これに向かって進んでいこうという世界の動きがあ

る。 



「持続可能」をどのように理解したらいいのかについて、千葉

商科大学の笹谷教授が非常にわかりやすく説明されてい

る。 

「世のため人のため自分のため、そして子孫のため」というイ

メージ。 

「子孫のため」という世代を超えた軸が入っていることが非常

に重要。 

では、これは誰がやるのか・・・ 

「SDGｓは自主的な取り組みが基本です。やれる人がやれる

ところからすぐにでも着手しようというルール。そうしなけれ

ば、もはや地球規模の課題の対処に間に合わないという危

機感が背景にあります。」と説明されている。 

 

・環境問題には世界中が困っている。 

その 17 の目標のうち、自分たちでできることは何かと考えた

とき、まず１番目に 11番「住み続けられるまちづくり」があげ

られる。 

街というのは家庭の集まり。 

家庭の中から変えていかなくてはいけないと思う。 

先ほどの四生協でやっていたようなリユース瓶を使って広め

ていくことによって co2 の削減が可能となる。 

 

・２番目に 12番「作る責任使う責任」 

作る側の拡大生産者責任というものをしっかりと位置づけし

なければいけない。 

一方買う側もシステムを持っているところから商品を買う。 

これが非常に大切なことだと思う。 

生産する側が、消費者はそういう意向に変わってきたと気付

くことにより、必ず生産者側の意識が変わる。 

さらに瓶では、必要量生産すればあとは不足分の生産補充

で済む地球環境負荷の削減が可能となる点が重要。 

リサイクルは作り続けなければならない。大きく両者にはこの

違いがある。 

 

・３番目に 14番「海の豊かさを守ろう」 

緊急対策が他の項番のものは 2030年目標だが、14番は

2025年目標となっている。 

リユースシステムとは後始末のシステム。 

日本では昔は機能していた仕組み。 

高度経済成長の中でこれらを全部失ってしまった。 

リユースシステムで、例えば使った後、飲んだ後にこれをち

ゃんと元に戻す、あるいは分別回収にきちんと出す。 

こういう後始末のシステムを自分たちが持ってれば、ポイ捨

てされるようなものは減っていき、海沿いのゴミも多少は少な

くなる。 

 

・魚の数よりもゴミの数の方が多くなってしまう・・とはよく言わ

れるが、これは海ばかりではなく今や宇宙空間にも人間の作

り出したロケットの破片等が地球を取り巻いている状況。 

経済成長としての GDPの追求だけでいいのか、と言うことを

今後は考えていかなければいけない。 

自分たちの生活の中から、また自分の仕事を通して見て来

た環境問題についてお話させて頂いた。 

今日はどうもありがとうございました。 

 

質問 

古山会長： 

先ほどの写真にあった日本のあの場所はどちら？ 

 

戸部様： 

東京の荒川、船堀というところ。 

尾崎会員： 

あのゴミは日本人が出してるゴミなんでしょうか？ 

 

戸部様 

雨が降った後、台風の後等、この様な状況が起きたのかもし

れない。 

例えば昔のように回収にデポジットを付ける。 

例えば、ドイツの回収制度でペットボトルに関して、一本日

本円に換算すると 50円程付いている。 

そうすると、拾ってでも持ってくと思う。 

やはりそれらの仕組みは必要。 

ただ、産業界はそういう経費を払いたがらない。 

今、アメリカから入ってきたループという仕組みがある。 

化粧品の入れ物をはじめ今、アメリカ、イギリス、フランス、ド

イツ、この四カ国で動き始めている。 

日本でもイオンが中心になり、動きが出てきている。 

色々なところから引き合いは出てきている。 

今まで無かった化粧品会社からの回収の話が来たりする。

新たな取り組みの為、回収のシステムができていないため、

どうやって集めて、それを持っていこうかと言う仕組みづくり

がなかなか出来ない。 

これからはそれらも必要になってくると思う。 

 

吉田会員： 

本日は大変興味を持ってるお話を聞かせていただきまし

た。ありがとうございました。 

子供の頃、お小遣い稼ぎで瓶拾いをしたことを思い出した。 

先ほど、作る側の責任ということが出てきたが、私は写真家、

実はデザインの仕事もしており、ディスプレイ装飾も行ってい

る。 

ある企業案件の時、予算が少なかった中、「一年間の全体

のプランを考えて制作する為、使った材料を違う形に変えて

やらせてほしい・・」という条件で提案したことがある。 

最初理解されず、そこにはお金を払えないと言われた事が

ある。 

そういった感覚を少しずつ変えていきたい。 

 

戸部様 

先ほど言いました。従前に取組を行っていない化粧品等は

集めるルートがない。 

自分のところは回収をやる・・ということでコマーシャルを立ち

上げると環境戦略になる。 

環境戦略があると後に続く企業が出てくる。 

それらが「時代」という感覚なのかなと思っている。 

SDGｓを一生懸命深掘りして行くと、「そういう方向に行かなく

てはいけないもの」と感じる。 

「それらの費用を払わなくてはいけない」という感覚になって

くることが、これからの時代なのでは・・と思う。 

 

鷲澤幹事： 

非常に有益なお話をありがとうございました。 

今や絶滅危惧種の問題にも明らかなように 10分に 1種の

種が絶滅しているということも言われています。人の傲慢さが

生み出した結果、またものの便利さに慣れてしまったという

のも一つの原因だと思います。生き物みんなが共存共栄で

きるように、人間はもうちょっと考えなくてはいけないので

は・・と思いました。どうもありがとうございました。 

 

 

 



10.  今後の予定                         古山 真紀子   会長 

戸部さんありがとうございました。 

もっと早くお話をお願いしておけばよかったと、もっと早く卓

話者リストを見ていれば・・と、今とても後悔しております。 

皆様も卓話者リストにお名前を載せたい方いらっしゃれば、

是非事務局までご連絡をいただければと思います。 

本当に環境問題はこれから向き合っていかなければいけな

い問題、と改めて思いました。 

 

11． 閉会点鐘   古山 真紀子   会 

12． 写真撮影 
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