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2019 年 3 月、フィリピンの海岸に打ち上げ

られたクジラの胃から 40kg ものビニール袋が

出てきたというニュースに、衝撃が走りました。

ペットボトルなどの容器包装から家庭用品、オ

モチャまで、日常生活のあらゆる物に使用され

ているプラスチックは、便利な一方で、放置さ

れたプラスチックごみが大量に海洋に流れ出し、

海の環境や生き物に悪影響を及ぼしています。

日本は、レジ袋やプラスチック製のスプーン、

ストロー、商品のパッケージなど、プラスチッ

ク容器包装の 1人当たり廃棄量が、世界で 2番

めに多い国です。

この問題に、自治体として向き合うため、京

都府亀岡市は、2019 年 9 月 30 日、全国初の

「プラスチック製レジ袋提供禁止条例」を制定

すると発表しました。

亀岡市とは

亀岡市は、京都市西部に隣接し、人口は 8万

8555 人（2019 年 12 月 1 日現在）。高齢化率は

28.4 ％で、地域によっては 40 ％を超える所も

あるため、さらなる少子高齢化の進行で、地域

力の低下が懸念される都市です。こうした流れ

そのものを止めることは難しいとしても、影響

を緩やかにすることは可能であると考え、新た

なまちづくりに取り組んでします。

その 1 つに、「サンガスタジアム by KYOCER

A」です。2020 年 1 月 11 日に竣工式が行われ、

ラグビー、アメリカンフットボールなどもでき

る球技場で、京都サンガのホームスタジアムと

なっています。ＪＲ亀岡駅の北側にできたこと

から、駅前整備に力を入れ、スポーツを基軸と

したまちおこしが検討されています。

また、2020 年のＮＨＫ大河ドラマは、明智

光秀の前半生を描いた「麒麟がくる」です。亀

岡市は石田光秀とつながりが深く、亀岡盆地の

中心にある「亀山城」は、織田信長の命を受け

た光秀が、丹波攻略の拠点として築いた城郭で

す。そのため、2020 年 1 月に、「麒麟がくる」

の世界を体験できる「麒麟がくる 京都大河ド

ラマ館」をオープンさせるなど、大河ドラマを

きっかけとしたまちおこしに取り組んでいます。

亀岡市の桂川孝裕市長は、東京農業大学を卒

業したあと、南丹市にある京都府立農芸高等学

校に造園の教師として赴任していましたが、前

市長から造園技術を生かして亀岡運動公園を整

備してほしいと言われ、市役所の職員に転職し

ました。2003 年には亀岡市議会議員に初当選

し、1 期を務められた後、京都府議会議員に。

2015 年には市長に当選し、2019 年 10 月に行わ

れた市長選挙で再選されました。

2017 年に、市長と、自治労京都府本部執行

委員長の高橋直樹さん、書記長の岡本哲也さん

とで鼎談を行ったさい、市長は「ガーデン・プ

ロジェクト」と「ネイチャー・ミュージアム・
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プロジェクト」を合わせた「亀岡まるごとガー

デン・ミュージアム」の構想を語られていまし

た。現在は、それをさらに発展させて、世界に

誇れる環境先進都市（エコロジックミュージア

ムの創造）を掲げ、循環型社会の構築のための

ゼロエミッション（ゴミを出さない地域社会）

と木質バイオマスエネルギーの推進、里山の保

全と活用のための里山資本主義の導入による森

林林業の活性化と田舎暮らしの推進、「保津川

かわまちづくり」による魅力づくりと、アユモ

ドキの保護保全によるアユモドキを活かしたま

ちづくりの推進など、環境を重視したまちづく

りを進めておられます。

その一環として、2018 年 1 月 31 日、「亀岡

ふるさとエナジー株式会社」を設立しました。

目的は、「地域に存在する再生可能エネルギー

等を地域内で消費することで、市外に流出して

いた資金を地域内に還元させ地域経済の活性化

に寄与するとともに、さらなる再生可能エネル

ギーの利用拡大と市民の環境意識の向上を図り、

エネルギーの地産地消による地域振興を図るこ

と」。資本金は 800 万円で、亀岡市、パシフィ

ックパワー株式会社、亀岡商工会議所、株式会

社京都銀行、京都信用金庫、京都中央信用金庫、

京都北都信用金庫が共同出資しています。

はじまりは「美しい保津川」を

亀岡市が、「プラスチック製レジ袋の提供禁

止条例」制定に向かうことになったきっかけは、

2005 年に、亀岡市と京都嵐山を結ぶ「保津川

下り」の船頭が、流域に漂着するペットボトル

やレジ袋、発泡スチロールなどの、「プラスチ

ックごみ」との戦いに挑んだことです。2007

年 3 月には、保津川遊船企業組合のなかにエコ

グリーン委員会が誕生し、組織的な清掃活動が

実施されました。

しかし、大雨などで保津川が増水するたびに、

きれいになった保津川が再び「プラスチックご

み」だらけに。いくら回収してもなくならない

漂着ごみに、エコグリーン委員会は「この清掃

活動に意味があるのだろうか」と心が折れそう

になったそうです。そんな活動に意味を与えた

のは、地球規模の問題になった「海洋プラスチ

ック汚染」でした。保津川で「プラスチックご

み」を回収することは、結果として下流に「プ

ラスチックごみ」を流さず、「海洋プラスチッ

ク汚染」に大きな貢献をすることになると気づ

き、自分たちの活動に意義を見いだすことがで

きました。

同じ頃、保津川流域の環境保全に取り組む

「NPO 法人プロジェクト保津川」が誕生しまし

た。設立の目的は、「保津川流域に係る環境保

全の向上を通じて循環型社会の構築を促進する

こと、各種法人・企業・行政との健全なパート

ナーシップによる望ましい市民社会の実現に寄

与すること」です。主な活動としては、保津川

クリーン作戦および、環境保全や環境学習、ま

ちづくりにつながる各種イベントや講座を開催

しています。月 1回の保津川クリーン作戦は、

2019 年 12 月で 126 回を数えます。

こうした、エコグリーン委員会や NPO 法人プ

ロジェクト保津川の取り組みに、行政が賛同し、

大きな流れとなりました。2009 年に策定した

「亀岡市第 4次総合計画前期基本計画」では、

「漂着ごみの発生抑制」に取り組むことを、内

陸部の自治体で初めて明記しました。

海ごみサミット in 亀岡

内陸部の自治体では初めて、「海ごみサミッ

ト 2012 亀岡保津川会議」が、2012 年 8 月の 3

日間、開催されました。このサミットでは、

「亀岡保津川宣言」「川のごみや海のごみをと

もに考える京都流域宣言」が採択されました。

「亀岡保津川宣言」では、「全国の自治体とと

もに、海岸漂着ごみ発生抑制に向けた具体策に

取り組む」とし、協働を通じた発生抑制への取
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り組みの充実、市民参加によるごみのモニタリ

ング体制の構築、ごみの散乱防止に向けた恒久

的な仕組みづくりの構築がうたわれています。

また、「川のごみや海のごみをともに考える

京都流域宣言」には、「海岸漂着ごみの削減に

向けては、その主な発生源である内陸河川から

の発生抑制対策が重要であり、各自治体や主体

者の立場の違いを超えて相互理解を深めること

で、流域一体で発生抑制に取り組む」とされて

います。

サミットの翌年には、2 つの宣言の内容の具

体化をめざして、保津川でつながる市民、企業、

団体、大学、NPO、行政 15 団体が参画する「川

と海つながり共創（みんなでつくろう）プロジ

ェクト」が設立されました。「保津川の日」の

清掃イベントや、「こども海ごみ探偵団」によ

る環境学習など、多くの市民や子どもたちが、

「プラスチックごみ」の発生抑制対策に取り組

んでいます。

さらに、住環境・自然環境をより向上させ、

「世界に誇れる環境先進都市」の実現をめざし、

2018 年 3 月、循環型社会の構築のため、環境

にも将来世代にも大きな負担となる埋立処分場

を新たにつくらないことを定めた「亀岡市ゼロ

エミッション計画（亀岡市ごみ処理基本計

画）」を、亀岡市が策定しました。

「かめおかプラスチックごみゼロ宣言」

こうした流れのなかで、亀岡市は 2018 年 12

月 13 日、亀岡市議会とともに「かめおかプラ

スチックごみゼロ宣言」を行いました。

この宣言では、「みなさんとともに 2030 年ま

でに使い捨てプラスチックごみゼロのまちを目

指します。そして、自然環境の保全と地域経済

の活性化に一体的に取り組む“世界に誇れる環

境先進都市”を実現します」とされています。

宣言 2 日後の 12 月 15 日、「国連環境計画

（UNEP）」の閣僚宣言案が明らかとなりました。

この宣言案では、「食品ロス、プラスチックご

み、海洋ごみに重点を置いた、廃棄物の削減と

管理のための政策を各国が策定、実施する」と

定め、「2025 年までにプラスチック製のレジ袋、

ストローや食器をなくすことを手始めに、使い

捨てプラスチック廃絶のための国の戦略を策定

する」とうたっています。

そして、12 月 21 日には、ＥＵの 28 カ国す

べてが、ストローや食器など 10 種類の使い捨

てプラスチック製品を、2021 年までに廃止す

ることに合意しました。

翌年の 2019 年 3 月、ケニアのナイロビで開

催された「第 4回国連環境総会（UNEA4）」では、

日本・ノルウェー・スリランカが共同提案した

「海洋プラスチックごみ及びマイクロプラスチ

ック」が決議されるなど、プラスチックごみへ

に対応が、世界の流れになりました。

亀岡市が、「ごみゼロ宣言」後に第一歩とし

て取り組んだのが、プラスチック製レジ袋の削

減です。プラスチック製レジ袋の全体量を大幅

に削減するため、企業や個人商店にはレジ袋の

有料化を、住民にはエコバックの持参を呼びか

けました。

プラごみゼロに向けて、企業と協定を締結

亀岡市は、「プラスチックごみゼロ宣言」の

主旨に賛同する市内事業所や団体と、「亀岡市

におけるエコバッグ等の持参及びレジ袋の大幅

削減の取組みに関する協定」を結びました。

2019 年 5 月 29 日に、イオンリテール

（株）・（株）マツモト・協同組合亀岡ショッピ

ングセンター・（株）ハートフレンドと締結。6

月 28 日には、（株）やまむらや・（株）平和堂

と、2019 年 7 月 29 日には、京都タクシー

（株）・新京都タクシー（株）、京都信用金庫、

亀岡市商店街連盟、亀岡商業協同組合と、協定

を締結しています。
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レジ袋の削減とエコバック持参の事例

そのほか、商店街連盟や商業組合に加入する

商店と意見交換会を行ったり、協定に参加する

店舗を募集しました。その結果、以下のような

取り組みが進んでいます。

＜市役所内の取り組み＞

・エコバックシェアツリー

職員から率先して、レジ袋など身近なプラス

チック製品を削減するため、市役所の職員通用

口と保健センターに“エコバックシェアツリ

ー”を設置しました。職員が昼休みなど外で買

い物をする時に、このツリーからバッグを持っ

ていき、帰庁時に返すというものです。

・売店

地下 1階の売店では、ビニール製のレジ袋を

廃止。買い物に訪れる職員や市民にエコバック

の持参を促しています。

・クリアファイルサーバー

「買わずにクリアなクリアファイル」をテー

マに、各部署で余っているクリアファイルを

「クリアファイルサーバー」に持ち寄り、再利

用と購入の抑制を図っています。

・会議編

市が実施する会議では、ペットボトルなどの

提供を控え、マイボトル持参を呼びかけていま

す。

・本庁舎と子育て支援施設にウォーターサーバーを設置

１階市民課前の待合スペースと、子育て支援

の拠点施設「BCome ＋」に、ウォーターサーバ

ー（冷水機）を設置し、誰でも、マイボトル

（水筒）への給水ができるようにしています。

・市役所地下の食堂「レストラン きらり」

プラスチック製のストローを紙製に変更。ま

た、おしぼりを包むビニールをなくすため、使

用者がボタン操作で除菌タオルを取り出す“自

動おしぼり機”を導入しました。

＜レストラン・喫茶店などの取り組み＞

・レジ袋の有料化

JR 亀岡駅構内にある「かめまるマート」と

トロッコ亀岡駅観光案内所、保津川下り乗船場

の売店では、レジ袋を有料化し、マイバッグ持

参を促しています。

・レジ袋、プラスチックケースを紙製に

パン屋「ふくくる」や文房具店「かっぱや」、

就労支援事業所「ほっとはあと」では、ビニー

ル製のレジ袋をやめ、商品を紙袋に入れる取り

組みしています。無農薬・化学肥料不使用の野

菜を生産する「かたもとオーガニックファー

ム」は、野菜の包み紙をビニール製から新聞紙

に変更しました。

また、「しらべ内科整形外科医院」は、院内

処方の薬を入れるビニール袋を廃止し、量が多

い場合は有料の紙袋（実費相当）を提供してい

ます。「内藤印刷」では、納品する名刺のケー

スを、プラスチックから紙製に変更しました。

その他、洋菓子店「パティスリーペルル」は、

ケーキ箱を入れていたビニール製の手提げ袋を

廃止し、ケーキ箱を持ち手つきのものに切り替

えるとともに、空になったグラスデザートの入

れ物（陶器）を返還すると、キャッシュバック

が受けられる制度を導入しました。

・プラスチック製ストローを紙製に

「焼き立てパンカフェ“Peche(ペシェ）”」や、

農家カフェ「cafe nouka」では、プラスチック

製ストローに替えて紙製ストローに変更。商品

を入れる袋も紙製に替えています。デニッシュ

バー専門店「ネコのしっぽ」も、ストローを紙

製に替え、ホットコーヒーの容器は国際的な森

林保全機関の認証を受けた製品を使用。製品は、

紙製の包装紙に包んで提供しています。

・オリジナルエコバッグの作成と販売

「齋田石材店」や喫茶店「コーヒースタンド

ブラッキー」では、“オリジナルエコバッグ”

を作成し、販売しています。また、ハンドメイ

ド雑貨の店「Felice“フェリーチェ”」では、
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古着のＴシャツを使ってエコバッグを作る「サ

マーワークショップ」を開催しました

・エコバッグシェア運動

「ひらい鮮魚店」「船越豆腐店」「ひらい鮮魚店、

増田屋」「フェメゾン」「なごみの里あさひ」な

どは、エコバッグシェアに取り組んでいます。

エコバッグシェアとは、（公財）亀岡市環境事

業公社が実施している運動で、家庭で眠ってい

るエコバッグを提供してもらい、必要としてい

る人に渡るようにするもので、マイバッグを忘

れた買い物客にエコバッグを貸し出し、後日、

返却してもらうことで、レジ袋の削減につなげ

ています。

・エコバッグ持参でポイントサービス

パン屋「ベーカリー・オーディナリー・デ

イ」では、エコバックを持ってきたお客に対し

ポイントサービスを行っています。

最後に

亀岡市は 2020 年 2 月 4 日、3 月議会に提案

する全国初の“罰則付き”「プラスチック製レ

ジ袋の提供禁止条例案」を公表しました。事業

者にプラ製袋の配布を全面禁止する内容で、昨

年 9月に素案を公表した後、亀岡商工会議所の

提言などを踏まえて、罰則適用を 8月 1日から

来年 4月 1日へ延期したり、公表に際しては、

有識者で構成する第三者の審査会で調査、審議

したりすることを新たに加えるなど、条文を一

部修正して公表しました。

しかし、2 月 5 日に行われた市議会全員協議

会では、条例の趣旨そのものに反対する市議は

いませんでしたが、「氏名公表の罰則より、優

良店をアピールする表彰制度の方が先だ」とい

う意見や、「コスト高になる中小零細店では廃

業する店が出かねない」「コンビニ店員と客と

のトラブルが懸念される」「合意を得るまで一

定期間が必要だ」とする意見など、異論が噴出

しました。この日が事実上、初の審議となりま

したが、「このままでは、提案されても審議未

了だ」と、追加の集中審議開催を要求し、議長

の判断に任せられました。

一方、亀岡市議会は、市民から寄せられた

「悪いのはレジ袋を渡す店ではなく、ごみの投

棄者」との声に、「プラスチックごみゼロをめ

ざすため、不法投棄を抑制する」のを目的に、

2 月 12 日、議員提案による「ポイ捨て禁止条

例案」を全会一致で可決しました。条例では、

ごみを投棄したり、ペットのふんを放置したり

した人に対し、指導、勧告、命令を行い、従わ

なかった違反者から過料を徴収するというもの

で、飲食物の自動販売機を設置する事業者には、

回収容器を置くことを努力義務としました。罰

則規定は氏名公表ではなく、5 万円以下の過料

で、実際の罰則額は 1000 円になる見通しとの

ことです。8 月に施行し、罰則は来年 4 月から

適用することとなっています。

2 月 26 日には、市内のコンビニ店主が、客

とのトラブルを懸念して、「最低 1 年」の周知

期間をとることや、中小店舗への支援を求める

要望書を提出しました。

亀岡市が 2月に行った「市民のアンケート」

では、市の条例案に「賛成」が 53 ％、「どちら

かといえば賛成」が 19 ％と、市民の 72 ％が賛

成でした。

市議会での議決はかなり不透明となっていま

すが、今後、市はどのような対応をするのか、

注目が集まっています。

プラスチック製レジ袋の提供禁止に関する条例（案)

プラスチックは、その優れた汎用性、実用性から私

たちの生活に密着し、私たちもまた、プラスチックの

利便性に依存してきた。その結果として、多くの使い

捨てプラスチックが私たちの暮らす環境を汚染する一

因となり、海洋プラスチック汚染という地球規模の環

境汚染へとつながっている。

そこで、亀岡市長は、亀岡市議会とともに「かめお

かプラスチックごみゼロ宣言」を行い、2030 年までに
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使い捨てプラスチックごみゼロを実現するために、ま

ずは、私たちの日常生活に最も密着したプラスチック

製レジ袋の提供を禁止することで、プラスチックの利

便性に依存してきた生活を見直すとともに、川、海へ

とプラスチックごみを流さない意識のつながりの構築、

さらにはごみの減量に取り組んでいく方向性を示した

ところである。

そして、こうした取組が、環境、経済及び社会の統

合的な成長を目指す「地域循環共生圏」の創造へと展

開していくとともに、市民一人一人の郷土愛を育み、

豊かな自然環境を活かした地域ブランドの確立につな

がっていくことを願っている。さらに、市民が良好な

環境を次代に引き継ぎ、将来にわたって安心して暮ら

せる持続可能なまちづくりの実現を目指して、この条

例を制定する。

（目的）

第 1 条 この条例は、プラスチック製レジ袋の提供禁

止等の取組の推進に関し、必要な事項を定めること

により、使い捨てプラスチックごみゼロの実現によ

る良好な環境の保全に寄与することを目的とする。

（中略）

（市の責務）

第 3 条 市は、プラスチック製レジ袋の提供禁止等の

取組の推進を図るために必要な措置を講じなければ

ならない。

2 市は、プラスチック製レジ袋の提供禁止等の取組

に関する市民等及び事業者の意識の啓発を推進しな

ければならない。

3 市は、使い捨てプラスチックごみの削減を推進し

なければならない。

（市民等の責務）

第 4 条 市民等は、プラスチック製レジ袋の提供禁止

等の取組に協力するよう努めなければならない。

2 市民等は、使い捨てプラスチックごみの削減に努

めなければならない。

（事業者の責務）

第 5 条 事業者は、事業所等においてプラスチック製

レジ袋を有償又は無償で提供してはならない。

2 事業者は、事業所等において生分解性の袋を無償

で提供してはならない。

3 事業者は、使い捨てプラスチックごみの削減に努

めなければならない。

（中略）

（市の支援）

第 7 条 市は、市民等及び事業者がプラスチック製レ

ジ袋の提供禁止等の取組を行うために必要な支援を

行うことができる。

（効果の検証）

第 8 条 市は、プラスチック製レジ袋の提供禁止等の

取組による効果を検証するために必要な調査を実施

し、現状把握に努めなけれにばならない。

（表彰）

第 9 条 市長は、特に使い捨てプラスチックごみの削

減に努め、良好な環境の保全に寄与していると認め

られる事業者を表彰することができる。

（指導及び助言）

第 10 条 市長は、プラスチック製レジ袋の提供禁止

等の取組を推進するため、市民等及び事業者に対し

必要な指導及び助言を行うこととする。

（立入調査等）

第 11 条 市長は、この条例の施行に必要な限度にお

いて、当該職員に事業所等に立ち入り、必要な調査

をさせ、又は事業者に対し、必要な報告を求めるこ

とができる。

（中略）

（勧告）

第 12 条 市長は、第 5 条第 1 項及び第 2 項に違反し

た事業者に対し、期限を定め、その是正のために必

要な措置を講ずるよう勧告することができる。

（違反者の公表）

第 13 条 市長は、事業者が正当な理由なく第 11 条第

1 項の規定による立入りを拒み、、若しくは同項の

規定に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告を

し、又は前条の勧告に従わないときは、その旨を公

表することができる。

2 市長は、前項の規定による公表をする場合は、あ

らかじめ第 14 条第 1 項の規定により設置する審査

会の意見を聴かなければならない。

3 市長は、第 1項の規定による公表をする場合には、

あらかじめ当該事業者に対し意見を述べる機会を与

えなければならない。

（審査会）

第 14 条 前条第 1 項の規定による公表について、市

長の諮問に応じ、調査し、又は審議するため、審査

会を置く。

（省略）
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