
レジ袋とウミガメの意外な関係…

「レジ袋」を理解するための

１０のポイント
将来の子どもたちのために
「レジ袋有料化」のお店を応援してね！

シャチのジュンちゃん



この写真は、愛知県と静岡県にまたがる遠州灘で生まれたばかりの

ウミガメの赤ちゃんが、海に向かう様子です。

この「ウミガメ」たちと「レジ袋」が、意外なところで関係していました。

(P.19をご覧ください。)

「お店」から「家」まで、

たった１回、運ぶだけの目的で作られた「レジ袋」。
この冊子を読んだ方が、身近な「レジ袋」にまつわる環境問題について、

少しでも興味をもっていただけたら幸いです。

容器･包装３Ｒ推進協議会
（事務局：名古屋市環境局）

はじめに

サンクチュアリNPOより提供

遠州灘は、天竜川が運ぶ砂が堆積した砂丘が広がる御前崎(静岡県)

から伊良湖岬(愛知県)まで総延長115kmの海岸です。

北太平洋に生息するアカウミガメにとって、日本は唯一の

産卵場所になっています。
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1 なぜ「レジ袋」なの？なぜ「レジ袋」なの？

「レジ袋」の削減が声高に言われるけど、

そんなに「レジ袋」って悪者なの？  

昔に比べて今は、リサイクル技術も進んでるし、

そんなに力まなくたって・・・
りき
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なぜ「レジ袋」なの？なぜ「レジ袋」なの？

「リサイクル」は万能ではありません。
―「リサイクル」は、エネルギーやお金がかかります―

「3R(スリーアール)」という言葉を聞いたことがありますか？

①リデュース(Reduce)：ごみになるものを買わない・もらわない

②リユース(Reuse)：使えるものは何回も繰り返し使う

③リサイクル(Recycle)：使えなくなったら資源として再生利用する

この3つの言葉の頭文字をとって「3R」といいます。

１番大事なのはもちろん、①リデュース！

日本では、年間国民１人あたり300枚(１人１日１枚程度)のレジ袋が

配布されているといわれています。

リサイクルでは「大量生産･大量消費」のライフスタイル

は変わりません。

「レジ袋」から始めて、ごみとなるものを

買わない・もらわない消費行動につなげていく、

「レジ袋有料化」はそのための第１歩と考えています。

実は！
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2「無料配布はサービス」なの？「無料配布はサービス」なの？

無料でレジ袋をもらえるのは、

なんだか得した気分！

でも、お店がレジ袋を購入する経費は、

年間数千万円ともいわれています…

そのかかった経費を、お店はどうして

いるのかな…？
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レジ袋有料化店

「無料配布はサービス」なの？「無料配布はサービス」なの？

レジ袋を無料配布しているお店の「レジ袋購入経費」は商品価格

に転嫁されているので、無料配布のお店で買い物をすると、

レジ袋を断った人も「レジ袋代」を払っている

ことになります。

レジ袋有料化は、

必要な人がレジ袋の代金を払い、

いらない人は代金を払わなくて済む公平な制度です。

また、レジ袋有料化店で払うレジ袋代は、

お店のお金にはならず、社会に役立っています！(P.7参照)

えっ、それって
「不公平！」だよね？！

レジ袋を断った人も、レジ袋代を支払うことになります。

無料配布のお店では！
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レジ袋有料化店では
私たち（商品）にレジ袋代金が
含まれていませ～ん！

ECO
バッグ



3 なぜ「有料化」なの？なぜ「有料化」なの？

レジ袋を削減することが目的だったら、

別に「有料化」じゃなくてもいいんじゃない？

「マイバッグ」の普及キャンペーンとか…

「レジ袋お断りポイント」とか…
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なぜ「有料化」なの？なぜ「有料化」なの？

名古屋市では、有料化を実施する前に、レジ袋削減運動として

「脱レジ袋宣言 (啓発 )」や「エコクーぴょん (ポイント制度 )※」

を実施してきましたが、

この時のレジ袋のお断り率は「約１割」でした。

「有料化」ではお断り率が「約９割」

になりました！

レジ袋を削減するには、

非常に有効な施策に

なっています！

※「エコクーぴょん」とは、レジ袋を断わるごとにシールが1枚もらえ、40枚たまると100円のお買い
物券になる制度。平成15～20年度まで名古屋市内で実施していました。

「レジ袋有料化」実施前･後
でのレジ袋お断り率

有料化
実施前

90

60

30

0
有料化
実施後

「約９割」の方がレジ袋を断るようになりました。

「レジ袋有料化」によって
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1割

約9割に！

「有料化」は
すごい効果が
あるんだね！



4「お店が儲かるだけ」
なのでは？
「お店が儲かるだけ」
なのでは？

レジ袋有料化で、支払ったお金はどうなるの？

お店の儲けになるのかな…

なんだか納得いかないなぁ…
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「お店が儲かるだけ」なのでは？

どうしてもマイバッグを忘れてしまうこともありますよね。

ご安心ください。

レジ袋有料化店では、レジ袋を買っても、その代金は

社会に役立っているんです。

「レジ袋有料化還元基金」では、これまでに保育園・幼稚園の

園庭の芝生化、子どもたちによる緑のカーテンなどを実施

しました。

（お店独自で還元しているところもあります）

※お店によっては、レジ袋の仕入れ額を販売価格とし、利益が出ないように設定しているところも
あります。

レジ袋の代金※は、社会に役立っています。

名古屋のしくみでは
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「夏場でも園庭で遊べる！」と、好評です。 緑のカーテンで教室が涼しいね！

園庭の芝生化 緑のカーテン



5 どんな「効果」があるの？どんな「効果」があるの？

「レジ袋」の削減って、

どんな環境貢献になるの？

あんまり実感がわかないんだけどなあ・・・
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どんな「効果」があるの？

こんな効果があります！
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１．ごみの減量になります

２．資源の節約になります

３．ＣＯ２の削減につながります

４．街の景観や海の環境がよくなります

・削減できるレジ袋の枚数　　　　約３億５千万枚の削減

・削減できるレジ袋の重さ　　　　　約2,500トンの削減

・ＣＯ２に換算　　　　　　　　　　約１万４千トンの削減
☆レジ袋の製造から廃棄まで１枚あたり40ｇ-CO2として計算。

☆世界のある海岸では、ごみの80％がレジ袋とペットボトルと

　の報告があります。(国連環境計画2009.6.8)

５．生き物の命が救えます…(P.19へ)
☆海洋生物たちが、レジ袋を始めとするプラスチックを誤飲したり

　巻きつけたりして死に至る深刻な被害が報告されています。

・石油に換算(200ℓのドラム缶)　　約２万５千本分の削減

・車(燃費13km/ℓ)の走行距離に換算　地球約1,600周分
☆レジ袋始め様々なプラスチックの原料となるナフサ(石油)は、

　使い捨てではないプラスチックの原料に使っていきたいですね！

そして！？

※数字は、1年間の名古屋市でのレジ袋有料化実績（平均）



6 レジ袋は「再利用」
しているんだけど
レジ袋は「再利用」
しているんだけど

レジ袋は、生ごみの内袋に使ったりして

「再利用」しているんだけど…
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レジ袋は「再利用」しているんだけどレジ袋は「再利用」しているんだけど

毎年、名古屋市では、

「可燃ごみ」「不燃ごみ」「資源」の中身を調べています。

その中に、そのまま捨てられているレジ袋が４割ほどあり

ます。

「無料配布」だと、

どうしても余分にもらってしまう傾向にあります。

だから、必要な人が、必要な時に、必要な枚数だけ

レジ袋を購入することが重要です。

「可燃ごみ」「不燃ごみ」「資源」に出された
｢レジ袋｣の使われ方(名古屋市(H21-23の平均))

４割ほどのレジ袋はそのまま捨てられています。

実は！
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外袋に活用
されている
5％

そのまま
捨てられている
35％

内袋として
再利用されている
60％



7 結局は「他の袋」が
増えてるんじゃない？
結局は「他の袋」が
増えてるんじゃない？

レジ袋をもらえなくなったので、

他のポリ袋を買う量が多くなった気がする

結局、「袋」は増えているんじゃない？
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結局は「他の袋」が増えてるんじゃない？結局は「他の袋」が増えてるんじゃない？

「可燃ごみ」「不燃ごみ」「資源」に出された
｢レジ袋｣と「ポリ袋」の量(名古屋市)

毎年、名古屋市では、

「可燃ごみ」「不燃ごみ」「資源」の中身を調べています。

「レジ袋」と、その他の「ポリ袋」を合わせた量は、

「レジ袋有料化」の実施前後で、約４千トン減っています。

「ごみ」の中に捨てられる「レジ袋」や「ポリ袋」は
有料化後、減っています。

実は！
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4,000㌧減少！
平均14,000㌧
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レジ袋有料化全市拡大



8「マイバッグ」だって
環境負荷かけてるでしょ？
「マイバッグ」だって
環境負荷かけてるでしょ？

マイバッグだって製造するとき、

エネルギーも使うし、ＣＯ２も出るし・・・

意外とマイバッグも環境に悪いんじゃない？
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「マイバッグ」だって環境負荷かけてるでしょ？「マイバッグ」だって環境負荷かけてるでしょ？

「マイバッグ」は丈夫に作るため、

仮に「レジ袋」と同じナフサで作るとして試算すると

レジ袋より「12倍」の環境負荷がかかります。

しかしマイバッグは、「繰り返し」使いますので、
「使い捨て」のレジ袋と違います。

マイバッグを12回以上繰り返し使う（レジ袋を断る）ことで、

レジ袋よりも環境負荷を減らすことができます。

また、マイバッグの原料は、綿や麻などの植物繊維など、

環境に優しい素材のものもたくさんあり、それらを使うことでよ

り、環境負荷を減らせます！

使い捨てではありません。

マイバッグは
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9 レジ袋の有料化は
進んでいるの？
レジ袋の有料化は
進んでいるの？

名古屋市内のお店は、

どのくらい有料化を実施しているのかな？

他都市や外国ではどうなっているんだろう

名古屋市は進んでいるほうなのだろうか・・・
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レジ袋削減協定締結店

マークが決まりました！

「マイバッグを愛用し

自然を愛そう」という意
味が込められています。

このマークを掲げているお店

をみんなで応援しようね！

容器・包装３Ｒ推進協議会・名古屋市



レジ袋の有料化は進んでいるの？レジ袋の有料化は進んでいるの？

レジ袋有料化は、市民団体、事業者、学識者、行政が参加する

「容器･包装３Ｒ推進協議会」で検討を重ねスタートしました。

全国でみても、これだけ有料化を実施している市はありません。

有料化実施店舗数のピークは1,356店(平成22年10月)

でしたが、その後、無料配布に戻るお店が出てきています。

外国では、法律で無料配布を禁止しているところもあります。

最近では、ごみの減量等の他、海洋汚染を理由にレジ袋削減に

取り組む国も出てきました。

「レジ袋有料化」は、レジ袋削減効果が絶大です。

しかし、お店が有料化を続けるには、

消費者の理解が必要です！

ぜひ、身近なレジ袋有料化実施店を応援してください！

現在市内約1,000店舗を超えるお店で実施されています。

レジ袋有料化は…
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これは、遠州灘の海岸に漂着したウミガメ１匹の死体から出

てきたレジ袋などのポリエチレン製の袋です。海に漂うレ
ジ袋は、ウミガメの大好物のクラゲによく似ています。

レジ袋等のプラスチックは消化されずに胃に残るため、お腹が空

かず栄養失調になったり、喉に詰まって窒息したり、最悪、死に

至る個体もいます。

レジ袋とウミガメの
意外な関係
レジ袋とウミガメの
意外な関係

10

19

死んだオサガメのお腹に詰まっていたポリエチレン製の袋(34枚)など

伊
良
湖
岬 御前崎

愛知県 天
竜
川 菊

川

太
田
川 静岡県

遠州灘海岸（総延長約１１５ｋｍ）



レジ袋とウミガメの意外な関係レジ袋とウミガメの意外な関係 20

プラスチックは軽くて分解されにくいため、カメや海鳥、魚等の

海洋生物たちが、えさと間違えて食べたり、体に巻き
つけたりするなど、深刻な被害が報告されています。

遠州灘で20年以上アカウミガメ等の保護活動を行っている「特定非営利活動法人『サンク
チュアリNPO』」から写真を提供いただきました。
問合せ電話 053-444-5539　　ホームページ　http://sanctuarynpo.jp/

遠州灘に産卵に来たアカウミガメ
生れたばかりの子ガメ

産み落とされた卵

●海流は「ごみ」も運ぶため、海洋汚染が海全体に広がってしまいます。

中国

日本

黒潮
（くろしお）

アメリカ
ごみ



マイバッグのマナーマイバッグのマナー
お買い物をするときは、マイバッグを広げず、たたんでお

きましょう。
マイバッグを広げてお買い物をすると、お店の人は「万引き」で

はないかと心配してしまいます。

マナーを守って、お互い、気持ちよくお買い物しま

しょう！

買い物をするときは、
マイバッグをたたんで、買う品物
は、お店のかごにいれましょう

レジを済ませてから
商品をマイバッグにいれましょう

※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。)
容器・包装３R推進協議会　(事務局)名古屋市環境局ごみ減量部減量推進室
TEL 052（972）2398　FAX 052（972）4133
メール a2378@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp

このマークがある
お店を応援してね！

平成26年3月 発行


