
自治体
環境先進事例

発表会
主催 環境首都コンテスト全国ネットワーク 水俣市

地域から日本を変える！

環境首都をめざす自治体全国フォーラム2010 IN 水俣（第2部）

2010年11月18日(木)

13：15～16：45

もやい館３階 もやいホール



水俣病の経験と教訓を生かして

環境モデル都市みなまた

水俣市長 宮本 勝彬



水 俣 病
・１９５６年（昭和３１年）

５月１日公式確認

・認定患者 ２，２７１人

【うち死亡者 １，７１０人】
※２０１０年７月末現在

環境の破壊

健康の被害

差別や偏見



環境でまちを再生

「水俣病」をプラスの資産に

環境で破壊されたまち
負の個性「水俣病」



環境モデル都市づくり
１９９２年（平成４年）から

・水俣病のような公害を二度とおこさない

・「環境」を大切にしたまちづくり

暮らしのなかでの「環境」・・・

水、ごみ、食べ物、に気をつける

＝生命（いのち）



水
・川や海、山の保全

・豊かな森づくり

（市民の森、海藻の森）



地域の環境保全から
村の元気・笑顔づくりへ

地区環境協定制度
そして「村丸ごと生活博物館」へ



ごみ
・捨てればごみ、分ければ資源
・市民が２３種類の高度分別
・４Rの推進→ごみ減量

Reuse リユース

Recycle リサイクル

Reduce リデュース

Refuse リフューズ



食べ物・ものづくり
・安心安全なものづくり
・環境マイスターの活動（29人）



エコタウン 家電リサイクル施設

使用済みオイルリサイクル施設

びんのリユース・リサイクル施設

みなまた環境テクノセンター

し尿等を原料とした肥料製造施設

ペットボトルリサイクル施設

ゼロエミッション

建築廃材・アスファルトリサイクル施設

２００１年２月 地域指定
資源循環で持続可能な社会の構築

生ごみのリサイクル

環境と経済の調和を目指して・・・



2008年（平成20年）7月22日

日本を代表する

「環境モデル都市みなまた」



Ａ 環境配慮型暮らしの実践
・省エネ・省資源・リサイクルの強化
・ライフスタイルの転換
・環境に配慮した暮らしのシステム

創設と推進
・地域資源の創出・活用と支援

Ｂ 環境にこだわった産業づくり
・資源循環・省エネ・省資源
・先進的環境技術の活用
・クリーンエネルギーへの転換
・バイオマスエネルギーの創出
・安心安全な農林水産物づくり

Ｃ 自然と共生する環境保全
型都市づくり

・市民による水源森涵養・海の
再生

・二酸化炭素の吸収促進
・自然エネルギーの活用

Ｄ 環境学習都市づくり
・水俣病の教訓発信
・人材育成による内外への波及効果
・環境学習の拠点整備
・自然環境学習・体験学習プログラ
ムの構築

温室効果ガスの削減 地域の活力の創出
「環境」と「経済」が調和した持続可能な地域社会の形成

～「環境モデル都市」 実現に向けて ～

計画立案
数値管理
進捗管理

協働で推進

市民

企業行政



環境モデル都市(ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ）推進のための体制・組織

環境モデル都市推進委員会 環境モデル都市推進本部

平成２０年８月設置

市長を本部長に関係部課長 計１９名

平成２０年１１月設置 委員２２名、ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ１名

有識者、環境団体・各種団体代表、公募

ゼロ・ウェイスト
円卓会議

自転車・公共交通
円卓会議

食と農と暮らし
円卓会議

環境学習
円卓会議

ISOのまちづくり
円卓会議

５つの円卓会議



• 円卓会議写真

ゼロ・ウェイスト
円卓会議

環境ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ会議室



環境モデル都市フェスタ
２００９年１１月２２日(日)市文化会館ほか

環境ｼﾞｬｰﾅﾘｽﾄ 枝廣淳子氏

記念講演 ｢環境モデル都市の実現に向け
てー今、わたしたちにできること」

レジ袋利削減に関する協定締結式

ゼロウェイストまちづくり水俣宣言

水俣市長

ごみゼロ推進フォーラム ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ

「ごみを出さない街の実現を目指して」
ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 宮北学園大教授

文化会館 展示ブース

文化会館 展示ブース

給茶スポット 天野製茶園

環境ｼﾞｬｰﾅﾘｽﾄ 枝廣淳子氏

記念講演 ｢環境モデル都市の実現に向
けてー今、わたしたちにできること」

葉山町長 大木町長 上勝町長



ゼロ・ウェイストのまちづくり水俣宣言（抄）

・日常を見直し、自然の恵みを大切にし、限りある資源やエネルギーを最大限有効に利用する暮らしと仕組みづくり
に努める。

・自然をけがさず、全ての生き物の命と健康を脅かさないため、２０２６年までにごみ処理を焼却や埋立に頼らない
まちづくりのしくみをつくる。

・1992年「環境モデル都市づくり宣言」以来、続けてきた取り組みと努力に誇りを持ち、この経験と成果を生かして
ゼロ･ウェイストを進める。

・市民・事業者・行政が必要な情報を共有し、継続的に話し合う場を設け、常に目標･行動・成果を見直しながら、協働
で取り組む。

・志を同じくする日本中･世界中の人々や自治体と手をつなぎ、連携して問題解決を図り、日本と世界の環境をよくする
ゼロ･ウェイストの仲間 づくりを進める。

流 入 流 出

①できるだけへらす
（必要最小限）

②かぎりなく
へらす

③できるだけまわす

④みんなでつくる

リデュース リデュース



1908 チッソ操業開始

1932 アセトアルデヒド生産開始

1956 水俣病公式確認

1968 水俣病公害認定

1997~ 食品トレイ削減運動

1987~  水俣せっけん工場

2008~ ゼロ・ウェイスト円卓会議

1977~1990 公害防止事業

2001 水の経絡図（寄ろ会）

1993~ ごみの分別収集
1999ＩＳＯ１４００１取得
2003~ 環境ＩＳＯ自己宣言

1996~  地区環境協定
1999~  エコショップ認定

2001 エコタウンプラン承認

2000~ 学校版／家庭版環境ＩＳＯ
2001~ 保育園・幼稚園版／

旅館・ホテル版環境ＩＳＯ
2002~ 畜産版環境ＩＳＯ

2008 環境モデル都市認定

2006~2008 「産廃阻止！水俣市民会議」

2009 給茶スポット社会実験

2009 レジ袋削減運動

2002~ 村丸ごと生活博物館

2003~リユースびんモデル事業

2007~ みなまた環境大学

2005~ 給食畑

2007~  エコ路人

2005･2006･2008 ･2009
日本の環境首都コンテスト総合1位

ゼロ・ウェイストへの道

2007~ 棚田の食育士講座

2008~ 海藻の森プロジェクト

1992 環境モデル都市づくり宣言

2009 ゼロ・ウェイストの
まちづくり水俣宣言

2001~ 環境マイスター



・環境に配慮した暮らしへの転換
・ムダをなくそう（ごみゼロに向けて）

地域全体丸ごと環境ＩＳＯ

「学校版ＩＳＯ」

「家庭版ＩＳＯ」

「事業所版ＩＳＯ」

A：環境配慮型暮らしの実践



環境に健康に、安心安全な
ものづくり

B：環境にこだわった産業づくり

・安心安全な農林水産物
・新たな環境ビジネスの創造



新エネルギー、自然
エネルギーの活用

・太陽光、太陽熱、水力
・バイオマス、植物の力

C：自然と共生する環境保全型都市づくり

エコハウス（環境共生
型モデル住宅の普及）

・足るを知る住まい



みなまた環境大学、環境塾など

D：環境学習都市づくり

環境学習都市としての使命・責務

環境を学ぶ修学旅行、国内外研修の受入れ



環境首都をめざして
勉強会を開催

2010年8月11日(水)

★環境首都コンテスト全国ネットワーク
（環境市民：杦本代表、
環境ﾈｯﾄﾜｰｸくまもと：宮北理事、原副理事 を講師に招いて）
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