１９５０年代に始まったプ
ラスチックの生産は、現在は
世界中で年間約４億トンにの
ぼっています。その中でも一
番多いものは「パッケージン
グ（ 容 器 包 装 ）
」 で、 全 体 の
生産量の約４割に。日本でも
年間約１０００万トンのプラ
スチックを生産しています。
日本では「容器包装リサイ
クル法」が２０００年に完全
施行され、今まで単純に燃や
したり埋め立てられたりして
いたプラスチックごみを再商
品化するため、みんなでがん
ばってリサイクルしよう！と
取り組んできました。

分別・回収されたプラスチ
ックごみは、粉々にして再び
プラスチック製品になる「マ
テリアルリサイクル」だけで
なく、鉄を製造する時に使用
する高炉還元剤やコークス炉
化学原料などになる「ケミカ
ルリサイクル」もあります。
「一生懸命分別して出して
も、どうせ燃やしている」と
言われる方もいますが、こう
した高度な処理もされて、す
べて有効に使われていること
を知ってほしいと思います。

焼却処理に依存した
日本の廃棄物処理
しかし、日本のプラスチッ
クのリサイクル率は約 ％と
世界から見ると遅れているの
が現状です（左グラフ参照・
マテリアルリサイクル約 ％
・ ケミカルリサイクル約４

％ ・ ２０１７年実績）。 しか
も、マテリアルリサイクルの
うち半分は海外での処理に頼
っていたので、国内でリサイ
クルされているのは ％台。
反対に、燃やして発電などに
利用する「熱回収」は ％と
多くを占め、これは１度使う
と無くなるのでリサイクルに
はなりません。
プラスチックごみの中でも
ペットボトルが目立って多い
のですが、日本では年間約２
５０億本というとんでもない
数が消費されています。その
内、国内でリサイクルされて
いるのは ％。メーカーも努
力しているのですが、まだま
だ追いついていません。だか
ら、元を減らすことが重要な
のです。

海洋ごみ問題は
日本も無関係ではない
海洋ごみ問題は本当に深刻
になってきていて、特にアジ
アの国から流れ出しているご
みが非常に多いことが分かっ
ています。しかも、日本など
の先進国から品質の良いプラ
スチックごみを輸入・処理し
ている国のランキング上位か
ら流出しているんです。それ
は、自国のプラスチックごみ
を処理するインフラを整備す
るより、安くて品質の良いプ
ラスチックごみを処理するこ

さんにお話しいただきまし

コープ・常勤理事の松岡賢司

いて学ぼうと、おおさかパル

食堂が持つ意味や可能性につ

り巻く社会の問題や、子ども

孤食といった子どもたちを取

２位という実態です。貧困や

どもの貧困率は全国ワースト

と言われ、中でも大阪府の子

の子どもが貧困な状況にある

日本では現在、７人に１人

うにかなるようなことでもあ

いし、生協などが支援してど

解決できるようなことでもな

の問題は、子ども食堂だけで

いただければと思います。こ

に正面から向き合って考えて

の間だけでも貧困ということ

りますが、今日、この学習会

から目を背けがちなこともあ

たり、しんどい・ツラいこと

いう言葉にアレルギーがあっ

りません。社会や教育の制度
であったり、日本全体や地域

た。

が抱える問題などいろんな要

や、普通の生活基準を下回っ

の人の半分以下の所得の世帯

プ子ども食堂フードバンク』

の取り組みとして『パルコー

２月から、子どもの貧困支援

パルコープでは２０１７年

とが優先になるから。自国の
プラスチックごみが海洋に流
出しているのです。
一方で、今まで多くを処理
していた中国では２０１８年
からプラスチックごみを輸入
することにブレーキをかけ、
２０２１年には全面ストップ
することが決まっています。
急に行き場を失ったプラスチ
ックごみ。もう海外に頼るこ
ともできません。

ごみそのものを
減らす努力が必要
みなさんも一度今までの常
識をうたがっ てみてくださ
い。「 そ も そ も〝 ご み を 燃 や
す〟事ってどうなんだろう」
と。徹底的にリサイクルして
いくことが温暖化対策の意味
でも求められています。そし
て、リサイクルを頑張ること
も大事ですが、ごみそのもの
を減らす努力が必要です。
環境を大事にする取り組み
は、「 今 の 生 活 の 質 を 下 げ る
ことになるのではないか？」
という不安の声もあります
が、世界ではこれからの生活
を豊かにするためのものだと
とらえる考え方や教育も進ん
でいます。私たちの国でも、
〝ガマン・不便〟と思わない
で楽しんでごみを減らすため
に何ができるか、一緒に考え
ていけたらと思います。

福祉団体・施設

引き続き、ご協力をよろしくお願いいたし
ます。

貧困には大きく２種類あり

ている状態の〝相対的貧困〟

地域の子ども食堂
◆店舗は３月21日
（日）～27日（土）
◆組合員会館・京橋事務所（本部）は
３月22日
（月）
～26日（金）

ます。難民キャンプで暮らす

です。日本の相対的貧困率は

をスタート。２０１８年６月

これからも
工夫を
考えていこ！

の工夫は、
プラごみを減らすため
の容器
付き
フタ
ラップを使わず、
のフタ
ジ用
レン
電子
を使用する。
ールの
トメ
レク
ダイ
る。
を使用す
ール封
ビニ
封筒に使用されている
す）。
えま
外使
筒を再利用する（案
実際に１つ１つ捨てる
時に記録する
のは正確には難しいで
すが、やってみ
ることで、自分の中の
意識は少なから
ず変わりました。こう
いったことを定
期的にやっていけば、
やがて日常化し
ていく。それが多くの
人に広がってい
けばいいなと思いまし
た。
台所から出るプラごみの多さを実感
も
した。意識してみて「そうか！これ
し
りま
もあ
プラ ごみ 」 と気 づく 場面
が
プラ
品に
蔵食
・冷
た。特に冷凍食品
用
に代
は他
かり
れば
。こ
いる
使われて
は無理ではないかと感じた。
余った食品を預かって支援を必要とする
方々に届ける活動を行なっています
３月

◦冷蔵食品、冷凍食品、農産品
（お米除く）
◦賞味期限が明記されていない食品
◦賞味期限が切れている食品
◦賞味期限が１ヶ月を切っている食品
◦開封されているもの
◦生鮮食品（生肉・魚介類・生野菜）
◦アルコール（みりん、料理酒は除く）

( またはフードバンク関西）

ぱるタイム 178 号で呼びかけた「家庭の容器包装プラごみ ・ 使い捨てプラごみ調べ」に７名の組合員さんから応募があり
ました。寄せられた感想やプラごみを減らすための工夫などご紹介します。
◆店舗は２月21日
（日）～27日（土）
◆組合員会館・京橋事務所（本部）は
２月22日
（月）
～26日（金）

ような最低限の生活を営むこ 素があって、その中で一番弱
とも困難な〝絶対的貧困〟と、 い立場である子どもたちが巻

年々増えており世界から見て

からフードドライブの取り組

〈今後のフードドライブ回収週〉

き込まれているのが今の現状

も高い水準になっています。

みをスタートさせました。当

２月

ＯＥＣＤ（経済協力開発機構

そ の 中 で も、 ひ と り 親 家 庭

初は５カ所の子ども食堂への

堂と３カ所のシングルマザー

208.9kg

です」。

（シングルマザー）のふたり

提 供 だ っ た の で す が、 現 在
特徴です。

支援団体に食材を直接お届け

718品

・加盟 カ国）が定める中間

にひとりが相対的貧困状態に

松岡さん

しています。今後はパルコー

カ所の子ども食

は、 団体

は、「みなさ

プエリアで１００カ所を目標

37.9kg

総合計

なっているというのが日本の

んの中には

114品

53

に支援を続けていきます。

京橋事務所と
全ての組合員会館
（４会館）の合計

以下の食品はお引き取りできません。

パルコープ子ども食堂
フードバンク

「家庭の容器包装プラごみ・使い捨てプラごみ調べ」チャレンジありがとうございました
このピンクの
ボックスに
入れてください

171kg

●お米（白米・玄米・アルファ米）
●パスタ、素麺などの乾麺
●缶詰・レトルト食品・インスタント食品
●のり・お茶漬け・ふりかけ
●粉ミルク・離乳食・お菓子
●調味料（醤油、食用油、味噌など）
604品

出典：
「2017年プラスチック製品の生産・廃棄・再資源化・処理処分の
状況表」
（一般社団法人プラスチック循環利用協会）を元に作成

〝貧困〟と

組合員会館は毎月末週の月曜日～金曜日

27

2
3

たくさんの食材のご寄付ありがとう
ございました。組合員の皆さまからの
お気持ちは、子ども食堂の方へちゃん
とお届けします。

店舗はサービスカウンター横など、
組合員会館は入口スペースなどに回
収ボックスを設けています
全ての店舗
（９店）の合計

ご寄付いただきたい食品（常温品）

フードドライブ
パルコープの
店舗・会館・本部へ
時間はそれぞれの営業時間内

各ご家庭
※12月は第３週
（詳しくは店頭のポスターを確認ください）

店舗は毎月末週の日曜日～土曜日

400

23

61

食品の流れ

マテリアル・
リサイクル
211万ｔ
（23％）

56

実施日時・回収場所

フードドライブ活動で
ご提供いただいた品数と量目

1,000

57

2020年11月度

ケミカル・リサイクル
40万ｔ（4％）

200

処理・処分量
樹脂生産量
0

再生樹脂投入量
62万ｔ

～パルコープが支援する子ども食堂・フードバンクの到達とこれから～

10

子ども食堂やフードドライブに関する情報はホームページでも紹介しています。
https://www.palcoop.or.jp/au_ji/kodomoshokudou/

800

熱回収
524万ｔ（57％）
樹脂生産量
1,102万ｔ

600

大阪商業大学
公共学部 准教授
原田 禎夫さん
埋立
52万ｔ（7％）
単純焼却
76万ｔ（9％）

35

国内のプラスチックの生産量と処理・処分量

推進学習会

（万ｔ）
1,200

（2020年11月17日）

京橋事務所（本部）
参加38名（組合員活動委員）

「貧困・子ども食堂を考える」

家庭系プラごみ処理の現状と課題（講演内容要旨）
食

組合員活動 の
コーナー

2020年度
第１回

181号
181号

環境
平和

2021.1.25

くらし
2021.1.25

