
 第４章 循環型社会に向けた取り組み      

１ 基本理念に基づく主な取り組み 

（１）協働 ～３Ｒの取り組みを支える持続可能な仕組みづくり～

「なごやの環境」を持続可能な状態で次世代に引き継いでいくため、市民の方々へ向けて

以下の情報発信を行いました。 

① 環境デーなごや2022中央行事におけるアップサイクルの普及促進 

不要品の価値を高め、生まれ変わらせるアップサイクルは、「もったいない」というごみ

減量意識につながる有効な手段です。 

アップサイクルに親しみを持っていただける

よう、環境デーなごや 2022 に、ワークショッ

プブースを出展しました。 

海洋プラスチックごみを使って藤前干潟を模

したモザイクアートを作る体験や、アパレルメー

カーの協力のもと、靴下の端材でのコースター作

り、使われなかった紙をビーズにしたアクセサリ

ー作りを行いました。 

サスティナブルな新しい考え方「アップサイクル」ってなんだろう？

いらなくなったもの、捨てられるも

のに、アイデアやデザインなどの新し

い付加価値を加えて別のものにアッ

プグレードして生まれ変わらせるこ

とです。 

モノの価値を最後までムダなく使

う方法として注目されている、あたら

しい考え方です。 

② 紙マークキャンペーン 

   児童の環境教育の一環として、学校内での教育だけでなく家庭で身近なものがリサイ

クルによって生まれ変わっていることを実感してもらうため、「紙マークを探せ！」と題

して小学校単位で紙製容器包装の「紙マーク」を集めてもらいました。最も多く集めた

小学校では、1世帯当たり421枚もの紙マークを集めていただきました。 

  ○期間：令和4年4月～令和4年9月 

取り組み学校数 33 校 

参加世帯数（児童数） 2,676世帯 

集まった紙マーク 312,020 枚 

1 世帯当たりの枚数 117 枚 

海洋プラスチックごみ

で作ったモザイクアー

ト 

不要な紙で作った

ペーパービーズア

クセサリー 
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（２）２Ｒの推進 ～「もったいない」の心でごみも資源も元から減らす～

リデュース（発生抑制）の推進

① レジ袋有料化 

平成13年 5月に市民団体・事業者団体・学識経験者・名古屋市で構成する「容器・包

装３Ｒ推進協議会」を設置し、容器包装の発生抑制の第一歩として「脱レジ袋宣言」や「市

内共通還元制度“エコクーぴょん”」など、レジ袋削減に取り組んできました。 

 平成 19年 2月の協議会で、大幅なレジ袋削減のために、事業者・協議会・名古屋市の

三者の協定に基づくレジ袋有料化の実施を決定し、同年 10 月の緑区でのモデル事業実施

を皮切りに、平成 20年 10 月に東部 8区に拡大、平成 21 年 4 月に全市拡大しました。

平成29年 6月には「２R 推進実行委員会」へと名称を変更し、引き続き取り組みを進め

ています。 

 令和 2年７月からは全国一律でレジ袋有料化が開始されましたが、この名古屋市独自の

協定に基づく有料化参加店舗数は701店舗（令和 4年 3月末時点）となっており、レジ

袋辞退率は約9割を維持しています。 

区分 
平成19年10月～

平成21年 3月分
（全市有料化前）

平成 

21年度 

平成 

27年度 

平成 

28年度 

平成 

29年度 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

2年度 

令和 

3年度 
累計 

レジ袋

削減量

1億 

1,292 

万枚 

3億 

4,758 

万枚 

2 億 

5,868 

万枚 

2億 

2,684 

万枚 

2億 

2,544 

万枚 

2億 

1,586 

万枚 

2 億 

1,726 

万枚 

2 億 

1,903 

万枚 

2 億 

6,552 

万枚 

36億 

6,051 

万枚 

790 

トン 

2,433 

トン 

1,811 

トン 

1,588 

トン 

1,578 

トン 

1,511 

トン 

1,521 

トン 

1,533 

トン 

1,859 

トン 

25,624 

トン 

ＣＯ２ 

削減量

4,516 

トン 

13,903 

トン 

10,347 

トン 

9,073 

トン 

9,018 

トン 

8,634 

トン 

8,691 

トン 

8,761 

トン 

10,621 

トン 

146,419 

トン 

※ 薬店・薬局、酒店の組合の分は除いて推計した。
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実施前 実施後

レジ袋有料化の効果 

レジ袋辞退率の変化 

約１割 

約９割 業  種 事業者数 店舗数 

百貨店 1 社 1 店舗

スーパーマーケット 30 社  179 店舗

ドラッグストア 1 社   6 店舗

薬店・薬局 1 組合 32 店舗

クリーニング店 2 社 1 組合 415 店舗

大学内生協等 3 社 10 店舗

酒店 2 社 1 組合 38 店舗

その他 10 社 20 店舗

合  計 49 社 3 組合 701 店舗

レジ袋有料化参加店舗数（令和4年 3月末時点）
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② レジ袋有料化還元基金 

「名古屋市におけるレジ袋削減に向けた取組に関する協定」により、レジ袋有料化によ

る収益金は、「環境保全活動や地域貢献活動などに還元し、その内容を公表する」と定めら

れています。 

 「２Ｒ推進実行委員会」では、各社の収益金を集約し、スケールメリットを活かしたより

効果の高い還元を行うことを目的として「レジ袋有料化還元基金」を設置しています。 

平成 22年度から還元策として、園庭の芝生化、緑の

カーテン事業などを実施し、現在は給水機設置補助、動

物園の動物のえさ代支援、公園花壇への協賛事業などを

行っています。 

③ マイボトル・マイカップの利用促進

 マイボトルの利用を促進するため、市内にマイボトル対応の無料給水機を設置、また、

民間の給水スポットも登録いただき紹介しています。 

給水量は、２R 推進実行委員会による補助など本市が関わった給水スポットにおいて、

令和3年8月から令和4年7月までの1年間で合計約70,000 の利用があり、500m

 のペットボトルに換算すると、約140,000本分となります。 

園庭の芝生化 緑のカーテン 公園花壇への協賛 

＜設置場所（市内32か所）＞ 

・東山動植物園（園内4か所） 

・パロマ瑞穂スポーツパーク 

・アピタ千代田橋店 

・ヒルズウォーク徳重ガーデンズ 

・エコパルなごや 

・758キッズステーション 

・金シャチ横丁（2か所） 

・かすもりおしむら歯科 New! 

・名古屋港水族館 New! 

・オアシス２１ New! 

・無印良品（名古屋名鉄百貨店はじめ 15 店舗） 

・WATER STAND（名古屋ショールームをはじめ 3か所） 無料給水機 

（金シャチ横丁義直ゾーン） 

１日平均で 

約 384本分 

の削減！ 
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④ 使い捨てプラスチックの削減 

近年、プラスチックごみによる海洋汚染が地球規模の環境問題となり、国際的にも対策

を求める機運が高まっています。 

使い捨てプラスチック削減に配慮した新しいライフスタイルへの転換のきっかけとなる

よう、新しいライフスタイルの実践を「使い捨てプラのことみんなで考えてみた」プロモ

ーションとして、呼びかけました。 

㈱セブン-イレブン・ジャパンと連携し、マイバッグ・マイカトラリーの利用など使い捨

てプラスチックの削減につながる行動の実践を募集する「#セブンでプラ対策」キャンペー

ンを行ったほか、インフルエンサーによるプラスチック対策に取り組む事業者への取材動

画の配信、SNSによる事業者のプラスチック対策への取組み紹介を行いました。 

また、市役所自らが使い捨てプラスチックを削減するため、使い捨てプラスチックを使

用しない啓発物品の調達を進めています。 

「使い捨てプラのことみんなで考えてみた」プロモーションの概要 

区  分 内  容 

期 間 令和４年１２月１３日～令和５年１月１３日 

#セブンでプラ対策 

キャンペーン 

Twitter で自らが取り組んだプラスチック対策の行動を写真付きで投

稿。投稿者の中から抽選で使い捨てプラスチック削減につながる記

念品を贈呈。 

 Ａ賞：Hydro Flask HYDRATION 16oz Wide Mouth（５名） 

Ｂ賞：HAY SIX-COLOUR BAG M（５名） 

Ｃ賞：Snow Peak ワッパー武器 ２本セット（１０名） 

応募数：５６件 

動画再生回数 １８１,８３０回（３動画の合計） 

YouTube Twitter Instagram 
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⑤ 食品ロスの削減

  食品ロスとは、食べ残し・手つかずなど、本来

食べられるのに捨てられてしまう食品のことで

す。“もったいない”食品ロスを削減するため、

家庭での「食材の上手な使いきり」、「料理のおい

しい食べきり」、「消費期限と賞味期限の正しい理

解」などの周知活動やフードドライブを推進する

とともに、飲食店等を対象とした「食べ残しゼロ

協力店」登録制度などを推進しています。 

  令和 4年度は、10月の「食品ロス削減月間」

に、食品ロス削減行動を気軽に共有・実践してい

ただくため、「なごや食品ロスなくし隊チャレン

ジ」募集や「もったいナイッス！耳がでっかくな

っちゃうBMK劇場」での食品ロス削減動画の配

信を行いました。 

「なごや食品ロスなくし隊チャレンジ」募集

  子どもから大人まで、食品ロス削減について身

近に考え気軽に楽しく行動していただくため、具

体的な食品ロス削減行動をメニューとして紹介

するとともに、メニューから実際にチャレンジし

た感想等を募集しました。 

  ○募集期間：令和４年10月 

「もったいナイッス！耳がでっかくなっちゃうBMK劇場」動画配信

 アイドルグループBMK（名古屋を拠点に活動）

と手品師・マギー審司が食品ロス削減を楽しく伝

える動画を YouTube で配信しました。親子で

考える子ども向けの動画のほか、おうち、買い物、

外食の各シーンで具体的な食品ロス削減行動を

紹介する動画となっています。 

○配信期間：令和４年10月～

日本の食品ロスの量は年間で約

522万トン（令和2年度農林水産

省及び環境省推計値）にものぼり、

国民1人1日あたりに換算すると

茶碗約 1 杯分のご飯の量に近い量

（約113ｇ）に相当します。 

実際にごみとして捨てられた食材 

YouTube 
このＱＲコードから 

アクセスしてください 
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フードドライブ 

拠点及びイベント会場等で、家庭にある手つかずの食品

を回収しています。食品は、フードバンク活動団体を通じ

て、食べ物を必要とする方に届けられます。回収場所は市公

式ウェブサイトで紹介しています。 

食べ残しゼロ協力店 
～お皿ぴかぴか！ごちそうさま！～ 

少量メニューの提供・持ち帰り対応など食品ロス削減に

積極的に取り組む店舗を専用ホームページ「食べ残しゼロ

協力店マップ」で紹介しています。 

  また、生ごみの約80％が水分です。水分を減らすことで腐敗・悪臭の防止が期待でき

るとともに焼却工場での発電効率が高まるため、生ごみの水切りについても呼びかけていま

す。

食品ロスを減らすため、できることから取り組みましょう。 

名古屋市公式ウェブサイトで、 サイト内検索 食品ロス

このステッカーが目印！ 

● 事前に冷蔵庫の在庫をチェックしましょう。 

● すぐ消費する食品は“てまえどり”しましょう。

● 消費期限と賞味期限※を正しく理解しましょう。 

※賞味期限は“おいしいめやす”です。期限を過ぎてもすぐに食べ

られなくなるというわけではありません。 

● 冷蔵庫を定期的に整理しましょう。 

● ローリングストック法※を実践しましょう。 

※備蓄食品を定期的に食べて、食べた分を買い足す方法のことです。 

● 食材を上手に食べきりましょう。（「使いきりレシピ」など） 

● 料理をおいしく食べきりましょう。（「リメイクレシピ」・ 

「アレンジレシピ」など）

● 適量を注文しましょう。 

● おいしく食べきりましょう。 

● 食べきれない場合はお店に確認して、自己責任で

持ち帰りましょう。

購入時 

保存時 

料理時 

外食時 

残さず食べて 

お皿ぴかぴか！ 

シャチのジュンちゃん

名古屋市フードドライブ 

食べ残しゼロ協力店 
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リユース（再利用）の推進

①  リユースカップ事業

イベントなどで使い捨て容器の使用を抑制するため、

「リユースカップ」などのリターナブル食器の貸し出し

を無料で行っています。令和 3 年度は新型コロナウイル

ス感染症の拡大によりイベントの実施回数が少なく、地

域行事等でリユース食器を225個貸し出しました。 

②  粗大ごみの展示販売

  粗大ごみの中でもまだ使用できる家具類を回収し、展

示販売を行うことにより、物を大切に長く使う意識の向

上など、リユースの意識啓発を図っています。令和 3 年

度は254点の家具を販売しました。また、東日本大震災

や平成 28 年熊本地震で被災され本市に避難された方に

無料で提供を行い、令和 3 年度末までに 275 点の家具

を提供しました。 

（３）分別・リサイクルの推進 ～ごみも資源も分けて生かす～

① 集団資源回収・リサイクルステーション活動への支援

  地域の集団資源回収活動の実態を把握し、一層の活性化を図るため、実施団体の登録制

度を実施し、事業協力金を支給するとともに、集団資源回収活動に関する情報提供を行っ

ています。また、市民団体がスーパーの駐車場等を利用して行うリサイクルステーション

活動に対しても、事業協力金を支給しています。 

区  分 
団体数 
/拠点数 

紙 類 布 類 びん類 金属類 合 計 

集団資源回収
一般方式 2,371 団体 29,992 1,401 2 815 32,210 

学区方式 171 団体 19,167 799 - 16 19,983 

リサイクルステーション 42 箇所 1,394 348 9 59 1,811 

令和3年度回収実績※

（単位：トン）

※ 四捨五入のため合計は必ずしも一致しない。 
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②  生ごみの資源化

  家庭や地域での自主的な生ごみ堆肥化の取り組みを促進するため、生ごみ堆肥化講座の

開催（令和 3 年度：15 回）や生ごみ資源化の活動に取り組む団体に対する支援（令和 3

年度：3団体）を行っています。

 事業系生ごみの約50%の利活用をめざし、事業用大規模建築物等への立入調査により、飼

料化、堆肥化などの民間生ごみ資源化施設へ誘導し、資源化を進めています。 

③食用油のリサイクル

 本市では、市内スーパー74店舗（令和４年１２月現在）で家庭から出る使用済み食用油を回

収しています。 

  市民の皆さまには、700ｍ 以下のペットボトルに詰めて回収店舗に持ち込んでいただき、

令和3年度の回収量は、70,560 でした。回収した食用油は民間精製業者に引き渡し、バイ

オディーゼル燃料に精製し、一部のごみ収集車及び市バスの燃料として使用しました。 

生ごみ堆肥化（リサイクル）講座

生ごみ堆肥化講座では、主に段ボールコンポストを用いた手法

を紹介しています。においが少なく庭や土を必要としないことか

ら、マンションや集合住宅でも気軽に取り組むことができます。 

回収・精製・利用の流れ

74

名  称 名古屋エコフィードセンター ケミカルフォース名古屋工場 

資 源 化 方 法 飼 料 化 堆 肥 化 

所 在 地 守山区花咲台二丁目1102番地 港区潮見町37番 10 

稼 働 開 始 平成 21年 9月 令和 2年 3月 

処 理 能 力 最大 53.9t／日 最大 80t／日 

市内の民間生ごみ資源化施設 

おかえりやさいプロジェクト 

 「おかえりやさい」は、市内の学校給食やスーパー、レストランなどから 

排出される生ごみを堆肥化（リサイクル）して、その堆肥を使って育てられ 

た野菜です。なごや循環型野菜「おかえりやさい」を見て味わって、生ごみ 

資源循環の環の拡大を排出事業者、市民、農家等と協働で展開しています。 

ごみ収集車 

市バス 

700ｍl以下のペット

ボトルで持込み 
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④  小型家電のリサイクル

本市では、総合スーパー、区役所、環境事業所等、市内72箇所（令和4年12月現在）

で回収ボックスにより家庭から出る小型の家電製品を回収しています。令和 3 年度は 200

トン回収しました。回収した小型家電は認定事業者※に引き渡し、有用金属等をリサイクルし

ています。 

⑤ 事業系ごみの減量対策

事業系ごみの減量・資源化を促進するため、一定規模以上の事業用建築物の所有者等に減

量計画書の作成・提出、廃棄物管理責任者の選任・届出を義務づけています。 

一層のごみ減量・資源化を促進するため、平成 20 年度から事業用大規模建築物（指導対

象事業所）の対象の範囲を延べ面積3,000㎡以上から1,000㎡以上に拡大しました。 

対象事業所には立入調査を実施し、ごみや資源の処理状況の確認、調査を行いつつ、改善

点を指摘し、ごみの減量・資源化への取組を促しています。 

特に、古紙の分別・資源化の徹底を重点的に指導する立入調査を行い、テナントビルのオ

フィス・店舗等についても排出調査・資源化啓発を実施しています。 

回収品目

回収ボックスに入る大きさ（縦 15cm×横

40cm×奥行25cm以下）のほぼ全ての小

型の家電製品（家電リサイクル法対象機器

など一部品目を除く） 

※ 小型家電の適正なリサイクルを実施する者として国に事業計画を認められた事業者 

図 18 令和 3年度 事業系ごみ組成分析に基づく推計 

図 18 事業系ごみの品目別内訳（令和 3年度） 

資源化可能な 
紙類 

生ごみ 

資源化できない 
紙ごみ 

プラスチック類 

不燃物 

その他可燃物 

16％

24％

27％

19％

8％

6％

事業系ごみの１６％が 

雑がみやシュレッダー古紙など 

資源化可能な紙類です。

オフィスビル等への立入調査の様子 
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（４）環境に配慮した施設整備 ～将来にわたり持続可能な処理・処分体制を確保する～

① 焼却灰等の資源化 

焼却工場で発生した焼却灰は、鳴海工場で溶融処理するほか民間事業者に委託して溶融、

セメント化及び焼成により資源化し、埋立量の削減を図っています。 

また、鳴海工場及び北名古屋工場では、ごみ等の溶融処理に伴い生成されるスラグやメタル

についても資源化を行っています。 

溶融処理施設における資源化（スラグ・メタルの利活用例） 

②  余熱の有効利用 

焼却工場では、ごみ等の焼却・溶融処理に伴い発生する熱の再利用をしています。熱で蒸

気や温水を作り、工場内や、温水プール・地域センターなどへ送り、給湯・冷暖房に使用して

います。 

また、蒸気を利用して発電した電気は、同じく工場内や、温水プール・地域センターなど

で使用し、余剰分は民間の小売電気事業者へ売却することで、余熱の有効利用を図っていま

す。 

資源・ごみの分別方法に迷ったら？ 

資源・ごみ分別アプリ

分別方法を手軽に検索したり、

資源・ごみの収集日をお知らせ 

する機能がついたアプリです。 

名古屋市 さんあ～る

【対応言語】 

日本語、英語、中国語、ハングル、ポルトガル語、 

スペイン語、フィリピノ語、ベトナム語、ネパール語 なごやのごみ減量・資源化ガイド 

※各言語に対応した簡易版もあります。

見やすく 

リニューアル 

しました！ 
収集日をプッシュ通知 

    でお知らせ！ 
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コラム④ 名古屋市のこれまでの取り組み

平成１１年  １月 藤前干潟埋立計画（名古屋港西１区埋立事業）を中止 

       ２月 ごみ非常事態宣言 

        ５月 空きびん・空き缶の資源収集を全市に拡大 

        ７月 ごみ減量市民大集会を開催 

       １０月 ごみ指定袋制の導入 

平成１２年  ４月 学区協議会方式による集団資源回収実施団体の登録開始、 

コンテナボックスによる収集を廃止、事業系ごみ全量有料化の実施 

        ６月 第２次一般廃棄物処理基本計画を策定 

           環境デーなごやを開催（第１回） 

        ８月 プラスチック製・紙製容器包装及びペットボトルの収集を開始（２週間に１回） 

平成１３年  ４月 プラスチック製・紙製容器包装及びペットボトルの収集を毎週１回に変更 

       ７月 不燃ごみのステーション収集を各戸収集に変更 

８月 なごやか収集を開始 

       １０月 愛岐処分場のかさ上げによる埋立容量の増量認可 

平成１４年  ３月 猪子石工場竣工 

５月 「脱レジ袋宣言」を発表 

           第３次一般廃棄物処理基本計画を策定 

       １１月 藤前干潟がラムサール条約に登録 

平成１５年  ５月 自治体環境グランプリで「環境大臣賞」と「グランプリ」を220万市民と 

           名古屋市が連名で受賞 

       １０月 市内共通還元制度「エコクーぴょん」を開始（平成21年4月終了） 

平成１６年  ３月 生ごみ分別収集・資源化事業を開始（南区の一部・平成21年1月終了） 

４月 南区に第一処分場を開設 

           事業系ごみの市収集を廃止（許可業者収集へ移行） 

        ７月 五条川工場竣工 

８月 リユースカップ事業を開始 

平成１７年  ３月 藤前干潟に環境学習施設が開設、なごや環境大学開講 

平成１９年  ５月 オーストラリア・ジロング市と湿地提携を締結 

１０月 緑区で「レジ袋有料化促進モデル事業」を開始 

平成２０年  ３月 名古屋市バイオマスタウン構想を策定 

  ５月 第４次一般廃棄物処理基本計画を策定 

１０月 レジ袋有料化を東部8区に拡大 

    事業用大規模建築物（指導対象事業所）の対象範囲を拡大 

１２月 化学繊維、人工皮革・ゴムを可燃ごみに分別区分変更 

平成21年  ４月 レジ袋有料化を全市に拡大 

        ６月 鳴海工場竣工 

平成２２年  ６月 「発火性危険物」の収集を開始 

       １０月 生物多様性条約第10回締約国会議（COP10）が名古屋で開催 

平成２３年  ４月 プラスチック製品を不燃ごみから可燃ごみへ区分変更 

           不燃ごみの収集回数を週１回から月１回へ変更 

           プラスチック製容器包装をステーション収集から各戸収集へ変更 

平成２４年  ７月 「名古屋市集団回収における古紙の持去り防止に関する条例」施行 

平成２６年  ２月 小型家電の回収を開始 

        ３月 第一処分場埋立終了 

        ４月 使用済み食用油の拠点回収を開始 

平成27年  ５月 港区に第二処分場開設 

平成28年  3 月 第 5次一般廃棄物処理基本計画を策定 

      １０月 スプレー缶類の排出方法を穴あけ不要に変更 

平成29年 １０月 蛍光管・水銀体温計・水銀温度計の拠点回収を開始 

令和 2年  6 月 富田工場、北名古屋工場竣工 

令和 ３年  ４月 加熱式たばこ・電子たばこを「発火性危険物」の品目に追加 

令和 ４年  ７月 「電池類」の収集を開始 
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ご意見・ご提案をお待ちしています。（下記発行元までお寄せください。） 

この冊子は、古紙パルプを含む再生紙を使用しています。

名古屋市環境局ごみ減量部減量推進室 

〒460-8508 

名古屋市中区三の丸三丁目 1 番 1 号 

電話：052-972-2398   FAX：052-972-4133 

E-mail：a2378@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp


