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本选题研究的目的、意义和实用价值： 
21 世纪在人类文明历程上是举足轻重的。在世纪之交之际，现代经济不断发展的同时，

全球环境污染与生态破坏已经成为普遍严重的问题，威胁着人类的生存。最近几年不断频

繁袭来的自然灾害和病毒危机让我们意识到环境保护的必要性和重要性。提到环境保护，

最先必须要解决的问题就是垃圾问题，也就是要处理好我们所制造的垃圾，而其中最重要

的一方面就是与人类生活息息相关的生活垃圾处理。本文就是以环境保护为主旨，把生活

垃圾分类作为切入点，具体举例分析日本当前在生活垃圾分类收集方面的实例，并研究日

本如何从 50～60 年代环境污染及其严重的过去转变为当今世界环保强国的原因。从而提

出建议，即今后的中国在生活垃圾分类方面应如何采取何种措施，来提高全民的环保意识，

真正做到垃圾合理分类，力求对中国的环境保护有所启示。 
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本选题国内外研究现状： 
 
   城市生活垃圾的处理是我国经济社会发展过程中一个不容回避的问题。对这一问题，

《固体废物污染环境防治法》（1995 年）、《循环经济促进法》（２００８年）等法规，《城

市生活垃圾管理办法》（建设部令[2007]第 157 号）、《商务部、财政部关于加快推进再生

资源回收体系建设的通知》（商商贸发[2009]第 142 号）等行政规范性文件，确立了一个

以“垃圾减量——分类排放——分类回收——分类处理——减少填埋”为核心的“理想方

案”，但实施效果并不理想。对此，很多论者主张要积极地参考、借鉴域外的制度经验。

而笔者认为，从上述“理想方案”来看，我国立法者并不缺少关于制度设计本身的知识，

缺少的是如何建构和实施制度的知识。换言之，“理想方案”我国立法者已有所把握，“理

想方案的实行方案”才是我国立法者所需要的。 
   2009 年 11 月 23 日，《南方日报》的一则报道揭示了我国经济社会发展过程中一个

不容回避的问题：城市生活垃圾问题。报道的大标题是“内地大城市遭遇垃圾困境’ 填
埋场多存在渗透”，小标题是“2012 年，广州最大垃圾填埋场将提前填满”，“东莞日产垃

圾万余吨，无害化处理仅三成”，“北京、上海、江苏等地都遭遇垃圾处理困境”等。这篇

报道的标题绝非危言耸听。以北京市为例，2003 年发布的《北京市生活垃圾治理白皮书》 
显示：北京市当年年产垃圾 421 万吨；垃圾处理的主要方式是填埋、堆肥和焚烧，所占

比重分别为 89.6%、5.8%和 4.6%。而经多年努力，在 2009 年，北京市垃圾处理的主要

方式仍然是填埋（在各种处理方式中所占比重为 90%），每年约占用 500 亩土地，垃圾

填埋场使用寿命仅剩 4 年左右。一般而言，处理城市生活垃圾问题的两个基本措施是垃

圾减量和减少填埋。相关的论文目前可以检索到数十篇。 
   另外，采取类似研究路径的学位论文也不少见。重制度框架的宏观把握，轻制度背景、

关键制度环节、制度运作机制的微观剖析。沈若愚有相关的评论：“垃圾分类为何这么难”

（《东方早报》2009 年 12 月 9 日）。此外，刘岩：“德国《循环经济和废物处置法》对

中国相关立法的启示”，《环境科学与管理》第 32 卷第 4 期（2007 年 4 月）淦未宇、

仲伟周：“发达国家循环经济发展模式的比较分析及对我国的启示”，《资源开发与市场》

2009 25(4)。3 家的问题状况进行简单罗列后，就我国的问题提出解决方案或者建议，几

乎成了一种写作“常套”。笔者认为，浅尝辄止是无法全面、准确地把握外国制度经验的，

对制度框架进行宏观把握充其量可以获得“理想的方案”，“理想方案的实行方案”即制度

背景、关键制度环节、制度的实际运作机制是无法以这种套路获取的。而实际上，“理想

的方案”本身我国立法者已有所把握，“理想方案的实行方案”恰恰是我国立法者所需要

的。 
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本选题的主要研究内容（提纲）： 
 1 はじめに  

2 高度成長期の日本における生活ゴミの問題 

2.1 高度成長による生活ゴミの急増 

2.2 生活ゴミが起こした社会問題---東京ゴミ戦争  

3 環境に対する日本人の意識 

3.1 日本人の環境に対する意識の調査  

3.2 現代日本における生活ゴミの処理 

3.3 ゴミの分類 

4  中国に啓示すること 

4.1 宣伝の強度を加えて、公衆の環境保護意識を高める 

4.2 企業力を借りて、企業の力を起こす 

4.3 政府の立法と行政を揃って前へ進む 

5 終わりに  
 

 
围绕本选题已做哪些准备工作，计划再做的工作： 
 

完成本论文所需要的的工具为，图书，学术期刊，网络。研究技术路线：首先，了解日本

垃圾处理的相关先行研究的状况，形成文献综述和开题报告。其次，进一步搜集阅读资料

并研读文本，做好相关的记录，形成论题提纲。第三，深入研究，写成初稿。最后，反复

修改，完成定稿。 
 

拟解决的关键问题： 
  本文对日本的生活垃圾处理与资源回收制度进行考察。文章首先对日本这一制度的历史

进行回顾、对其制度框架进行整体把握、对其制度运作的总体状况进行介绍，以期从功能

主义视角获知其制度的总体框架、关键环节，并确认其有效性。随后，文章选取日本静冈

县沼津市、东京都日野市的生活垃圾处理体制为具体考察对象，对其制度运作的实际机制

和状况进行剖析，以期获得其垃圾处理与资源回收制度的“理想方案的实行方案”。最后，

文章回到我国城市生活垃圾处理与资源回收体系的建构这一问题，结合上述考察，借鉴“日

本经验”，重点从“理想方案的实行方案”角度对我国的制度建构提出自己的思考结论。

相信这种功能主义视角和实证性进路，会给读者带来一些新的材料和新的认识。 
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ゴミの処理から見る日本人の環境意識 

要旨 

 

  21 世紀は人類の文明の歴程には重要な役割を果たしている。世紀の交わした際にい

て、現代の経済は成長していると同時に、世界の環境汚染と生態バランスの破壊は厳し

くなり、人類の生存を脅かしている。ここ数年来が頻りに見舞われた自然災害とウイル

ス危機が私たちに環境保護の必要性と重要性を気づかせた。環境保護といえば、ゴミ問

題は先決しなければならないである。つまり、一番肝心なのは大量ゴミをうまく処理す

るということである。そのうちに最も重要な一つは人間の生活にかかわっている生活ゴ

ミの処理である。本文は環境保護を主旨として、生活ゴミ分類処理をカットインポイン

トとして、日本人の生活ゴミ分類収集の実例を具代的に分析し、50～60 年代の環境汚染

が深刻な日本は現在の世界中で環境保護が先端になるわけを突き止めた。今後の中国は

全民の環境意識を高めるために、生活ゴミの分類制度をうまく実行できるように、どの

ように努力したらいいのか、それとも何の措置を取ったらいいのかと意見を出す。でき

るだけ中国の環境保護に対して啓示することを求める。 

 

キーワード：  日本； ゴミ；分類収集； 環境意識；環境保護   
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摘要 

 

21 世纪在人类文明历程上是举足轻重的。在世纪之交之际，现代经济不断发展的同时，

全球环境污染与生态破坏已经成为普遍严重的问题，威胁着人类的生存。最近几年不断频

繁袭来的自然灾害和病毒危机让我们意识到环境保护的必要性和重要性。提到环境保护，

最先必须要解决的问题就是垃圾问题，也就是要处理好我们所制造的垃圾，而其中最重要

的一方面就是与人类生活息息相关的生活垃圾处理。本文就是以环境保护为主旨，把生活

垃圾分类作为切入点，具体举例分析日本当前在生活垃圾分类收集方面的实例，并研究日

本如何从 50～60 年代环境污染及其严重的过去转变为当今世界环保强国的原因。从而提

出建议，即今后的中国在生活垃圾分类方面应如何采取何种措施，来提高全民的环保意识，

真正做到垃圾合理分类，力求对中国的环境保护有所启示。 

 

 关键词：中日；垃圾分类收集；环保意识； 环境保护； 
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１ はじめに 

 

   ８０年代に入り、経済の発展につれ、世界に全面的な影響を与える環境問題が日に

日に深刻になる一方である。大量の資源とエネルギー資源を損耗して人間は前代未聞の

工業化と経済の素早い発展を遂げた同時に、厳しくなる地球環境問題を引き起こした。

たとえば工業化の進展や自動車の普及に伴う大気汚染と酸性雨、フロンガスの排出によ

るオゾン層破壊と二酸化炭素等の温室効果、ガスの放出などによる地球温暖化、海面上

昇、凍土融解である。開発に伴って、生物多様性の減退、生態系の破壊などいろいろ環

境問題を起こした。それは世界各国で発生し、世界に悪い影響を与えし、人類の生存と

発展をひどく脅かしている。環境問題は現在すでに世界が一刻も早く解決しなければな

らない重大な問題になった。その同時に、世界の人間の関心を持つ主題になった。 

   本文は環境保護を主旨として、生活ゴミ分類処理をカットインポイントとして、日

本人の生活ゴミ分類収集の実例を具代的に分析し、50～60 年代の環境汚染が深刻な日本

は現在の世界中で環境保護が先端になるわけを突き止めた。今後の中国は全民の環境意

識を高めるために、生活ゴミの分類制度をうまく実行できるように、どのように努力し

たらいいのか、それとも何の措置を取ったらいいのかと意見を出す。できるだけ中国の

環境保護に対して啓示することを求める。 

2．高度成長期の日本における生活ゴミの問題 

2.1高度成長による生活ゴミの急増 

日本に第二次大戦後、農地改革を契機とする農村の大きな変化と化学肥料の普及によ

り、農村がし尿を肥料として利用しなくなると、行き場を失ったし尿の処理が問題にな

ってきた。日本の経済も戦後の復興期に入り、都市化の進展に伴い、ごみの処分も大き

な問題になってきた。この当時、ごみ、し尿は海洋投棄や土地投棄処分に頼っており、

ごみの処分場はカ、ハエの発生がひどく、不衛生なものが多い状態だった。昭和 30 年

頃より各都市では、ごみ、し尿の処理技術の開発に苦慮していた。この時期に試みられ

たのは、コンポスティングだった。昭和 38 年頃までに全国で 30 数か所にコンポストプ

ラントが設置されている。しかし、経済成長と共に化学肥料の生産が増え、全国に普及

するにつれて、コンポストは農村における肥料としての役割を失っていった。 

 昭和 37 年頃までは、都市ごみの量は人口増加に比例して増加したが、経済成長の始

まりと共にさらに増え、その後国民総生産に比例して増加し始めた。 
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 当時の日本の経済成長は、市町村の清掃関係者の予測をはるかに超えるものであった

と言われている。当時著しく伸張したプラスチック類の生産は、私たちの生活に様々な

便益をもたらした一方で、それが廃棄物となった場合の発熱量が紙類の約 4,500kcal/kg

に対し、約 6,000～10,000kcal/kg と高いため、その急激な増加がごみ発熱量の増加の

主原因となった。 

 このようなごみ発熱量の急激な変化に対し、各地方公共団体では発熱量の増加に対応

できる焼却炉建設が追い付かず、竣工した時点で既にごみの発生量、発熱量は当初の予

測を超えているといった状況だった。その結果、焼却炉内のごみの発熱量を抑えるため

に、単位時間当たりのごみの焼却量を減らさざるを得ない焼却炉が増え、問題がさらに

深刻化することとなった。 

 ごみの量、質の双方の大きな変化は、特に焼却炉の建設が遅れた東京都では深刻な問

題となり、ごみ戦争と呼ばれるまでになった。 

 

2.2  生活ゴミが起こした社会問題ー東京ゴミ戦争 

2.2.1東京ゴミ戦争の経緯 

日本は高度成長期に入ると、経済の発展とともに、東京のごみも急増を続けていた。

昭和46年、自区内のごみを処理する焼却場建設に周辺住民が反対していた杉並区から

のごみの受入れを、ごみの最終処分場を有する江東区が拒否したことに端を発する争

いは、当時の東京都知事が「ごみ戦争」と表現したほど、深刻な社会問題となった。

当時の最終処分場は、現在若洲海浜公園としてゴルフ場等となっている15号地であり、

まだ焼却処理が十分に進んでいなかったため、家庭の生ごみの一部も最終処分場に直

接埋め立てられていた。このため、江東区を通過する清掃車の台数は１日5,000台を超

えたと言われる。 

 江東区は、最終処分場に搬入する前に各区で中間処理をし、江東区への負担を減ら

すよう主張した。しかし、杉並清掃工場については、昭和42年５月の都市計画事業認

可後も周辺住民の理解を得ることができず、建設の見通しが立たない状態だった。そ

うした中で江東区議会は杉並区のごみ持ち込み反対決議を行い、都に対する抗議の姿

勢を示したのである。 

 

2.2.2東京ゴミ戦争への対策と影響 

これに対して都は、ごみ戦争対策本部を設置し、ごみ対策を最重要課題として取り
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組む姿勢を表明した。昭和49年11月、杉並清掃工場建設について、清掃工場の計画・

建設・運営への住民参加と合意の必要性や公害を未然に防ぐ方針などを内容とする裁

判所の勧告を受けて都と杉並区の住民との和解が成立し、東京ごみ戦争は終結へと向

いた。 

これによって環境保護大国の発展道路を辿り着いた。何十年間がかかり環境を美化す

るからこそ、現在のどこまでもは木の森があって、どこまでも緑地があって、どこまで

も目に触れる花園のような優雅な環境があったのである。日本で、東京のように、横浜、

大阪、神戸、名古屋がこんなににぎやかな大都市でも、至るところも木だらけであって、

鳥も高い木のこずえで絶えずに鳴ることがある。 

現在の日本人は大人にばかりか、子供も非常に強烈な環境保護意識を身につけいるの

である。それにその意識は生活の中にもはよく現れる。報道によって、名古屋の町で、

ある２０歳ほどの女の子はうっかりして手の中のコーラの紙カップを落としてしまっ

た。コーラは彼女の全身についた。彼女はこれからの行動が本当にびっくりした。彼女

は真っ先に地上にある氷を拾い、ティッシュで何度も濡れた地面を拭いた。地面にコー

ラの痕跡は残らないようして、そのあと立ち上がったのである。最後に自分の汚される

服を拭いた。話によると、東京ディズニーランドはほとんど毎日の午後と夜に童話人物

の大型のパレードをするのである。道端で観覧する人は千人までもいる。デモは終わっ

て、スタッフは道端の紐を引くだけで、周りはすべて静かに回復して、地上はほとんど

紙の屑すらも見られないのである。住宅区といい、公園といい、海浜といい、景勝地と

いい、私たちがどこかにいってもプラスチック汚染なんかが見られるはずがないのであ

る。このような高度な環境保護意識を持っているからこそ、現在の澄んだ川と青い空が

あるのである。 

 

 

 

特别提醒： 

本站所有可以免费下载的论文均为去年及之前的发表或答辩过的论文，这些论文由于都已经被论文数据

库收录，所以大家只能参考使用，绝不能直接拿过来作为毕业论文使用，因为这些论文是不可能通过学

校论文检测的，特此提醒，以免造成不良影响！论文由于超过购买时间限度或不符合新的论文要求所以

可以免费下载，仅登部分论文以供参考！ 
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另外，如果有需要本年度最新的精品论文请到论文频道购买，我们保证所购买论文的省唯一性，切实维

护顾客利益！ 

购买说明： 

一，现成论文来源：每年 11 月—5 月为毕业论文写作旺季，其余时间为需求淡季。我们的写手在写作

淡季没有代写任务，这时公司会根据他们自己的喜好急专业特长写做一些论文。这是我们现成论文的来

源，现成论文适合没有确定题目或者可以修改论文题目的同学购买使用。对于要求比较高，或者已经确

定题目的同学只能购买代写论文。 

二，现成论文保障：我们出售的现成论文均为我们的签约写手原创，并且是最新一季写作的论文，我们

绝不会拿以前的旧论文来给大家，这样就会避免雷同现象的发生。 

对于现成论文我们提供以下两种购买服务：①200 元一篇保证省唯一性，即同一篇论文在同一个省份字

出售一次，这样就可以避免和同学雷同也可以避免最后的省内审稿雷同。②买断版权，只要出 500-600

元即可买断现成论文的版权（6000 字内的 500 元，6000 字以上的 600 元），即同一篇论文只出售给一

个人。如果一篇论文被人 200 元买过省唯一性，就不可以再买断了，更好保证客户利益。 

三，论文交易流程： 

1、通过交流，确定顾客所需论文的字数，写作方向及顾客学校所在省份。 

2、客服先发给顾客可以选的题目，顾客选几个题目，然后发给顾客这几个题目的大纲和目录等基本内

容。 

3、顾客选取一个最中意的论文，并通知客服预定，我们这里把你预定的论文保留，你去找老师，问问

他大纲和题目是否合适，同时也看看题目是否跟同学重复，导师批准以后在购买论文。  

4、为防止我们提供网上抄袭的论文或者质量不高的论文。买前可以按顾客要求发论文的某一部分给顾

客看看写作质量。同时顾客可以自己到网上搜查一下题目等内容并核对是否有重复的论文。等顾客觉得

没问题了再进行购买。 

注：如果现成论文不适合您，可以进行代写，我们有数十位专业写手为您提供专业的写作服务。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   5 

 

３ 環境に対する日本人の意識 

3.1 日本人の環境に対する意識の調査 

2009年 07月 02日の日本のインターネット調査会社の株式会社マクロミルによ

る全国 20 才以上の男女を対象に、「2009 年環境意識に関する調査」を実施し

た。普段の生活の中で環境保護を意識している」人は 8 割で、環境に配慮した企業活動、

8 割超が「イメージがよくなる」「信頼感が高まる」。消費者の気持ちは「環境保護より

も節約意識が強い（57%）」「環境に良い商品は節約に繋がるので選びたい（54%）という

ことがわかれた。 

 

3.1.1環境保護を意識しているかどうか 

普段の生活の中で‘環境保護を意識している’人は 8 割である。全国 20 才以上の

男女に、普段の生活でどの程度「環境保護」を意識しているか尋ねたところ、

「とても意識している」が 16%、「やや意識している」が 67%となり、意識し

ている人は、合計で 83%となった。「あなたは普段の生活で、「環境保護」をどの

程度意識していますか？」に対する答えは「まったく意識していない」が 2.3％、「あ

まり意識していない」が 14.9％、「とても意識している」が 15.8％、「たまに意識し

ている」が 67.0％である1。 

性年代別／時系列比較 

                                                     
1 松橋隆治.『将来のエネルギーシナリオと低炭素化の可能性』.日本経済.2011.9 Ｐ25 
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性年代別にみると、男女ともに年代が上がるにつれて‘環境保護’への意識が高くなっ

ているということがわかれた。 

 

3.1.2環境に配慮した企業活動に対して「イメージがよくなる」かどう

か 

「環境に配慮した商品やサービス」を提供している企業や、環境保護活動に

積極的に取り組んでいる企業に対して「イメージがよくなる」かどうか尋ねた。

「そう思う」と回答したのは 42%、「まあそう思う」と回答したのは 47%とな

っており、合計で 88%となった。また、「その企業への信頼感が高まる」に対

し「そう思う（そう思う＋まあそう思う）」は 82%だった。 

 

3.1.3環境保護と節約意識の重要性の比較 

消費者の気持ちは「環境保護よりも節約意識が強い（57％）」「環境に良い商品は節

約に繋がるので選びたい（54%）」である。 
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環境対策に関する気持ちを尋ねたところ、「環境保護の意識というより節約の意

識が強い」に「あてはまる（非常に＋まああてはまる）」と回答した人が 57%、

「環境に良い商品は節約に繋がるので選びたい」に「あてはまる（非常に＋ま

ああてはまる）」が 54%となった。‘節約’が環境対策のきっかけになってい

る人も多いようである。一方で、「コストがかかっても環境に良い商品を選び

たい」に「あてはまる（非常に＋まああてはまる）」と回答した人は 26%にと

どまって、「環境にやさしく、お財布にもやさしい」環境対策が求められてい

るようである。 

 

3.2 現代日本における生活ゴミの処理 

 日本人がゴミ分類はここまで細かく分けられるのは市民の相当強い環境意識を持っ

ているからである。日本国民はこのような高度な環境保護意識はどうやって成形したの

か。もちろん、それは日本の特別な環境教育に密接に関わっている。学校の環境教育は

日本の環境教育体系を構成する最も重要である。70 年代以後から日本は環境教育を学校

教育体系にはじめて入れることになった。80 年代以後、日本の文部省はさらに環境保護

に関連した内容を充実した内容を盛り込んだ。その内容は理工、美術の仕事、音楽、保

健、道徳などの多門課程に盛り込んだ。違う年齢と違う学科の学生に異種の要求を提出

した。日本小学校の段階である環境教育は学生が身近の環境に対する主動的に関心する

意識を持たせ、学生が環境に対した理解を深めたり、学生が環境活動に参加する積極性

を高める。彼ら自らの経験によって人類活動と環境の関係を理解できることを重点にす

る；日本中学校の段階である環境教育は教育して主に各科に盛りこんでいる。できる限

り学生の生活に接近して、彼らに自然現象に対した理解を通して自然界因果関係に関し

て初歩から認識させる；高校段階の環境教育は学生の主動的に環境を保護する態度と能

力を培養している。高学年の社会授業で、学生のテキスト内容が周辺生活環境に調査す

ること、これらの調査のよって、学生は書物にない知識を学ぶことができ、そのうえに

彼らの環境保護意識を樹立することに役立つ。それに人類が環境に対して引き受けるべ

き責任と義務が感じられる。そのほか、日本人は学生が環境活動に参加する積極性を高

めると、学生が主動的に環境を改善する態度と実の動き能力を培養することを重視して

いる。日本の環境教育は一番いい特長は教室を出かけて、生活に入って環境意識を培養

することである。 
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3.3 ゴミの分類 

3.3.1ゴミの分類の概況 

ゴミのリサイクル化は限りある地球資源の再利用という面で、地球環境問題とも密接

な関連をもつが、ゴミの適正処理の中心となるものである。ゴミのリサイクル率の向上

には再使用や再資利用しやすいようにゴミが分別されることが不可欠である。 

まずは日本の生活ゴミ分類はいったいどうなっているのでしょうか。一般的には日本

の生活ゴミは４類に分けられる。以下のどおり：①一般的ゴミ キッチンで余すものを

入れて、紙類、草木類、包装用袋類、皮革製品類、容器類、ガラス類、食器類、非資源

性のボトル類、ゴム類、プラスチック類 ② 可燃性資源ゴミ  新聞を入れる （宣伝ビ

ラを含んで、広告の紙）、板紙箱、紙容器、雑誌 （書物を含んで、小冊子）、古い布

地 、ミルク飲料の紙容器を積む ③燃性資源ゴミ 飲料の瓶を包括する （アルミの槽、

鉄の槽）、茶色の瓶、透明瓶、直接的に再び利用されることができる瓶の類 ④壊れや

すい粗大ゴミ 小さい家電の類を入れる （テレビ、エアコン、冷蔵庫／戸棚、洗濯機）、

金属類、家具類、自転車など）。 

もちろん、日本のゴミ分類は絶対そのように分けるというわけではない。では、ゴミ

の分別収集をどこまでやるか、これは各自治体の判断に任されている。このことはそれ

ぞれの自治体の事情により分別方法が異なってくるということになる。たとえば：吹田

市（大阪府）は 5 種分別である。  

 燃焼ゴミ   台所の燃えるゴミ、プラスチック等小さな燃えるゴミ 

 資源ゴミ   紙類、ぴん、かん類、布 

 大型複雑ゴミ 電気製品、タンス、布団、自転車等 

 小型複雑ゴミ 160cm 四方以下のゴミ 

 有害危険ゴミ 電池類、蛍光灯、水銀体湿計等 

平成 4 年 6 月から 3 種類分別から 5 種類分別に変更した。同時に資源リサイクルセン

ターを完成させ、ゴミのリサイクルを稼働させた。各家庭から排出されるゴミは市町村

で大きくかわることはないのであるが、各自治体によってゴミの分別方法が異なるとい

うことは、ゴミが排出分別されると、その分類は自治体で異なる。両隣りの豊中市と茨

木市のゴミの分別基準はどうであろうか。たとえばスプレー缶は吹田市では資源ゴミ、
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豊中市では危険ゴミ、茨木市では普通ゴミとして取り扱われる。このような細かくて厳

しいゴミ分類制度はどうしても人に感服させる。 

3.3.2ゴミ分類の意識が深い 

 ゴミはこのような細密な分類をやり遂げることができるのは、最も重要なものは市民

が積極的に参加するからである。人々はゴミを作り出していると同時に、ゴミの被害者

であって、さらにゴミの処理者である。アンケート調査データを通して日本人の強烈な

環境保護意識をみてみる。 

2008 年、日本の橋本さんが下の二つの問題の答えについて調査した。 

① ご家庭ではどのようにゴミを分けていらっしゃいますか？ 

② 自治体で配布しているゴミの分類表やゴミ捨てカレンダーはご覧になりますか？ 

回答してもらった人：19 歳～77 歳までの男女 100 人（男性 42 人、女性 58人）から回答

をいただきた。 

年齢 10 代 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 代 

人数 

比率 

3% 13% 22% 27% 17% 15% 3% 

1.ご家庭ではゴミをどのように分けていらっしゃいますか。 

多くの人は「燃えるゴミ」「燃えないゴミ」「ビン・カン」「ペットボトル」…のよう

に回答していただきた。80％以上の人はゴミを 4 種類にすることはできる。以下2： 

                                                     
2 川村雅彦.『成長戦略としてのカーボン・イノベーション』.ニッセイ基礎研.2010.3 ｐ

69 
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少ない家庭では 2 種類から、多いところでは 13 種類という回答があった。種類の数

を左右しているのは、資源ゴミの種類のようである。紙の種類やビンの種類、プラスチ

ックの種類によって細かく分けているご家庭もあるようである。また、生ゴミをご自宅

の庭に埋めているご家庭もたくさんあるようである。 

2. 自治体で配布しているゴミの分類表やゴミ捨てカレンダーはご覧になりますか？ 

つまり、ゴミを分類する際の基準となる分類表。はたしてどれぐらいの方がご覧になっ

ているのでしょうか。 

 

「時々見る」を含めると、8 割以上の方が分類表を活用されていることがわかる。 

以上のデータと説明によると、一部分の人はゴミに対する分類がはっきりしていない

が、ただし日本の８０％ぐらいの人はゴミの分類意識が心に留まっている。日本のゴミ

分類ルールがだれでもよく知っていることと言っても過言ではないである。日本の環境
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保護レベルが世界の先端な水準になったのは市民がよくゴミを分類してから捨てる習

慣をつけたからである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４中国に啓示すること 

４.１宣伝の強度を加えて、公衆の環境保護意識を高める 

テレビとか、放送番組とか、新聞とか、ポスターとネットワークなどの多種の媒介を

利用し、ゴミ分類の源からの宣伝教育を大いに力を入れる。それからゴミを分類して収

集する意味を認識したり、それにゴミ分類収集の列に積極的に入ることを励ます。実に

中国の都会生活ゴミを減量化したり、資源化したり、無害化する処理に至る。そのほか、

幼稚園、小学、中学、高校、大学などは適当に環境保護課程を開設して、環境保護の教

育を展開する。環境保護知識を普及して、市民の法制観念と道徳の水準を高める。 
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４.２企業力を借りて、企業の力を起こす 

調査によれば、全国 600 個の都市の中に、ゴミを拾い、生計を立てる人は約２30 万人

がいる、北京だけでは 10 万人を超えた。ゴミ回収の会社を成立することを考えられる。

これら都市のゴミを拾う人は組織して、服装を揃えて、ゴミの分類収集、運送に参加さ

せる。こうすれば、ゴミ分類収集に役に立つだけではなく、まだ彼らにも一定な収入が

あって、もう一つ、都市中の不安な要素を解決することができる。 

一方、企業は経済、社会と環境の三方面の効果と利益の統一は目指して、商品の回収

を取り組む仕事を自発的に受け取るべきである。環境保護の技術と生産物の開発を重点

として努力するべきである。市民に環境保護の生産物を利用することを誘導する。 

 

４.３政府の立法と行政を揃って前へ進む 

明確な環境保護の立法がないと、環境保護の行政の仕事は法律の根拠に不足し、有効

に展開しにくいである。中国のゴミ処理の環境立法の制度を改善しなばければならない

である。現在、中国のゴミ処理と関係がある法律法規はとても多くて、たとえば「ゴミ

処理の産業化の意見」と「都市の家庭ゴミ処理の管理条例」、「都市の家庭ゴミ処理の

料金制度」などである。しかし、これらの法律、法規の立法の原則、思想は比較的に停

滞して、実質性、可操作性の内容は少なく、その他の先進国に比べて、私達の法体系は

さらに改善する必要がある。たとえば「固体廃棄物環境汚染の予防と治療法」は家庭ゴ

ミに対する傾倒とか、清掃、収集、運送、回収などの基本的な要求を明確に規定する。

しかし、相応する“子法”と実施細則に不足するため、法律に基いて管理することが困

難なことがあって、実行の力度は足りない。 

政府は奨励と優遇政策で企業、民間団体と個人に積極的に環境保護事業に参与するよ

うに励ます。現実の社会の中で、企業と個人の大多数の情況で、利益に向かうもので、

長い目で環境保護事業はまず模範を示す政府の指導がないならば、スケール利益を得し

にくいである。それと同じに、政府の力だけがあれば足りないため、必ず強力に市民の

力、積極性、全ての前向きの要素を動員させる。すべての企業と市民にその中に参与す

るように励ます。 
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５．終わりに 

生活ゴミの分類収集はシステムエンジニアリングである。ごみの生じる源からごみの

不一致の性質、異なった処理の方式の要求によって、ごみを分類した後、貯蔵と運送の

制度である。ゴミを分類してから収集するのは都市の生活ゴミの処理の体系の中で一つ

の肝心な一環で、都市の生活ゴミ処理の発展を進める一つの重要な措置でもある。ゴミ

の分類収集を通して、廃棄物の再利用と最大の程度の回収することを有効に実現するこ

とができる。ゴミ処理が数量化、資源化、無害化の目標を実現するために良好な条件を

創造することができる。 

中国の経済発展の制約で、ごみの分類収集を実現するには長い過程が必要である、こ

れは市民の参加、企業の加盟、政府戦略３方面の力を合わせて、ようやく完成できるこ

とだ。ごみの製造者、同時にごみの被害者で、さらにごみの管理者である。そのため、

まずマスコミを利用して市民がごみの分類を行うことを呼びかけている。試験（点）と

宣伝を結合して、材料、講演、漫画などの手段で宣伝する。ごみ分類の試験地域の建設

を手伝う。2 番目は企業力を借りる、たとえば、古い家電の回収と再製造、そして家電

製品の販売企業の協力が必要である。3 番目は政府が具代的な法規、政策を制定する。

たとえば、ごみを分けて捨てること、ごみの料金、責任、監督の懲罰などの細則、政府

は真っ先に再生する製品を仕入れたり、企業と公民に環境保護の製品を買うように励ま

す。再生製品の研究する機関と企業を投資して政策と資金の上の支持を与える。 

周知のように、中国は一つの発展途上国で、経済が急速に発展するため、すでに一連

の環境の問題を招いた。どうやって経済が急速に発展する同時に、環境保護もできるの

か。経済建設と環境保護と歩調を合わせて発展するのは、私達が直面した重大な問題で

ある。そのために日本などの先進国の環境保護施策、経験と技術を参考にするのが必要

である。 
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