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あの懐かしき  
江戸時代  

あの懐かしきあの懐かしき  
江戸時代江戸時代



江戸時代江戸時代江戸時代

ものを大事にする  

“もったいない” 

の精神  

ものを大事にする  

“もったいないもったいない” 

の精神



「その精神を  
分けて頂きとうござる」  

と言うわけです。  

「その「その精神精神をを  
分けて頂きとうござる」分けて頂きとうござる」  

と言うわけです。と言うわけです。



グリーン  
ニューディール  
グリーングリーン  
ニューディールニューディール

経済成長より

“循環型社会”
を築くこと

経済成長より経済成長より

““循環型社会循環型社会””
を築くことを築くこと



力の再配分力力のの再配分再配分
雇用を減らすのではなく

循環型社会に必要な

労働力への“転換”

雇用を減らすのではなく雇用を減らすのではなく

循環型社会循環型社会に必要なに必要な

労働力への労働力への““転換転換””



～其の壱～～其の壱～～其の壱～

“排泄物”

意外に“栄養”

もっている

““排泄物排泄物””

意外に意外に““栄養栄養””

もっているもっている



江戸時代江戸時代江戸時代

“排泄物”は

“有機肥料”として

使用されていた

“排泄物排泄物”は

“有機肥料有機肥料””として

使用されていた



そこで・・・そこで・・・そこで・・・

排泄物を

肥料として用いては

いかがでござろうか？

排泄物排泄物をを

肥料肥料として用いてはとして用いては

いかがでござろうか？いかがでござろうか？



下水処理  には

一人あたり
 

“30ℓ”  の  石油

“有機野菜”の人気

下水処理下水処理  には

一人あたり

“3030ℓℓ””  の  石油石油

“有機野菜有機野菜”の人気人気



しかしながら

“下水は普及”

そこで・・・

残る“汚泥”を活用

しかしながらしかしながら

““下水下水はは普及普及””

そこで・・・そこで・・・

残る残る““汚泥汚泥”を活用を活用



汚泥汚泥

肥料肥料

火力発火力発
 電電



岐阜市岐阜市岐阜市
平成６年から取り組み

“リン”を多く含む

植物の生育に“不可欠”

平成６年から取り組み平成６年から取り組み

““リンリン””を多く含むを多く含む

植物の生育に植物の生育に““不可欠不可欠””



排泄物農作物

肥料



～其の弐～～其の弐～～其の弐～

ちょっとそれ

“拙者”も使って

よろしいか？

ちょっとそれちょっとそれ

““拙者拙者””も使っても使って

よろしいか？よろしいか？



江戸時代江戸時代江戸時代

鍋、しょうゆ、本  など

（日用品）

ご近所さんと“共有”

鍋、しょうゆ、本鍋、しょうゆ、本  などなど

（（日用品日用品））

ご近所さんとご近所さんと““共有共有””



そこで・・・そこで・・・そこで・・・

自動車を

シェアしては

いかがでござろうか？

自動車自動車をを

シェアシェアしてはしては

いかがでござろうか？いかがでござろうか？



自動車の二酸化炭素排出量は  
増え続けておる！  

自動車の自動車の二酸化炭素排出量二酸化炭素排出量はは  
増え続けておる！増え続けておる！



街を走る車が
 

“減少”

利用者の
 

交通行動の
 

“変化”

“省エネルギー”

“雇用の拡大”

街を走る車街を走る車がが
 

““減少減少””

利用者の利用者の
 

交通行動交通行動のの
 

““変化変化””

““省エネルギー省エネルギー””

““雇用雇用のの拡大拡大””



利用者の交通行動の変化利用者の交通行動の変化利用者の交通行動の変化



省エネルギー効果省エネルギー効果省エネルギー効果



雇用の増加雇用の増加雇用の増加
カーシェアリング事業の実施にあたっては

様々な段階において新規の雇用が発生

会員の誘致

巡回メンテナンス

カークリーニング

電話予約センターの開設

カーシェアリング事業の実施にあたってはカーシェアリング事業の実施にあたっては

様々な段階において様々な段階において新規の雇用新規の雇用が発生が発生

会員の会員の誘致誘致

巡回巡回メンテナンスメンテナンス

カーカークリーニングクリーニング

電話電話予約センター予約センターの開設の開設



～其の参～
ヨーロッパ
なんというのだ

その制度

教えてあげよう

ペットボトルのデポジット
（字余り）

～其の参～～其の参～
ヨーロッパヨーロッパ
なんというのだなんというのだ

そのその制度制度

教えてあげよう教えてあげよう

ペットボトルペットボトルののデポジットデポジット
（字余り）（字余り）



北欧には  
ペットボトルの

 
デポジット

ドイツでは  
プラスチック容器

回収条例

北欧北欧にはには

ペットボトルペットボトルの
 

デポジットデポジット

ドイツドイツではでは

プラスチック容器プラスチック容器

回収条例回収条例



日本も瓶では日本日本もも瓶瓶ではでは

一升瓶  規格が同じ

ビール瓶

キリンとキリン以外

リユース率がほぼ100％

一升瓶一升瓶  規格規格が同じが同じ

ビール瓶ビール瓶

キリンとキリン以外キリンとキリン以外

リユース率リユース率がほぼがほぼ100100％％



ペットボトルでもペットボトルペットボトルでもでも

デポジット制の導入デポジット制デポジット制のの導入導入



課金課金

割引券割引券



“もったいない！”

その“家具”拙者に

くれないか？

““もったいない！もったいない！””

そのその““家具家具””拙者に拙者に

くれないか？くれないか？



江戸時代
大半のゴミは

“リサイクル・リユース”

出るのは“生ゴミ”

モノを“大切”に

江戸時代江戸時代
大半のゴミは大半のゴミは

““リサイクル・リユースリサイクル・リユース””

出るのは出るのは““生ゴミ生ゴミ””

モノをモノを““大切大切””にに





ＮＯ  ３Ｒ
ＹＥＳ  ５Ｒ

Ｒｅｃｙｃｌｅ
Ｒｅｄｕｃｅ
Ｒｅｕｓｅ
Ｒｅｐａｉｒ
Ｒｅｎｔａｌ

ＮＯＮＯ  ３Ｒ３Ｒ
ＹＥＳＹＥＳ  ５Ｒ５Ｒ

ＲＲｅｃｙｃｌｅｅｃｙｃｌｅ
ＲｅｄｕｃｅＲｅｄｕｃｅ
ＲｅｕｓｅＲｅｕｓｅ
ＲｅｐａｉｒＲｅｐａｉｒ
ＲｅｎｔａｌＲｅｎｔａｌ



現状現状現状
家電recycle  70％超

Repair  アフターサービス

Rental  レンタル会社

家電家電recyclerecycle  7070％超％超

RepairRepair  アフターサービスアフターサービス

RentalRental  レンタル会社



このようにこのようにこのように

現代技術を

江戸時代の循環型社会と

“融合”

現代技術現代技術をを

江戸時代の江戸時代の循環型社会循環型社会とと

““融合融合””



持続可能な社会持続可能な社会  
を目指すを目指す
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