
かめおかプラスチックごみゼロ宣言

～世界に誇れる『環境先進都市・亀岡』を目指して～
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2018.12 2021度2020度2019度 2019.12

宣

言

レジ袋有料化

・プラスチック製袋

・紙製袋
・生分解性袋
・その他袋

禁止条例
（施行）

禁止条例
（制定）
【周知期間】

マイバック100％めざそう
プロジェクト

有料化を継続

プラスチック製袋

紙製袋・生分解性袋・その他袋
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レジ袋の有料化、提供禁止条例について



【これまでの協議の中で出された反対意見】

・プラスチック製レジ袋は利便性が高く低コスト。レジ
袋禁止条例は、消費者の生活や企業の経営に無理
を強いることになる。
・一地域だけでは効果が乏しく手段として不適当。ポイ
捨てや不法投棄の禁止を強化すべき。

・プラスチック製レジ袋は大きな環境悪ではなく、プラ
スチックごみに占める割合もわずかである。

・プラスチック製レジ袋は家庭ごみ袋として有効に利用
されている。

・2020年度に禁止条例を制定、施行するのは早急す
ぎる。

【レジ袋の有料化実施後】

・環境への関心は特になかったが、周りがエコバッグ
を使うので、自分だけレジ袋を使うのが恥ずかしいと
思うようになった。
・エコバッグを使うことが習慣となるにつれ。ムダなごみ
を出していることやポイ捨てされていることが気になる
ようになった。

レジ袋有料化実施後の状況

3意識の変化が確実に生まれ始めている。

レジ袋有料化等協定締結
７社、３団体、１金融機関

【スーパー12店舗／５４商店】

媒 体 掲載回数 備考

新聞報道 １５０回 読売、朝日、毎日、産経、日経
京都新聞ほか

TVニュース １９回 NHK、毎日、T朝日、T大阪、CNN
米CNN T東京(ガイアの夜明け)ほか

雑誌掲載 ９誌

行政・議会視察 １６件

プラごみ宣言後のメディア掲載回数等（予定含む）

（※12/31現在予定含む）

有料化実施6事業者12店舗の
モニタリングデータ (11/30現在)

7月比 25.5P↗

7月比
約 53万枚↘



レジ袋有料化・提供禁止に向けた主な協議経過

月 日 協 議 内 容

2018.12.13 『かめおかプラスチックごみゼロ宣言』

2019.1.25～ 市内スーパー各社と個別協議開始

2019.1.29 亀岡市商店街連盟、亀岡商業協同組合説明会

2019.2.19 亀岡商工会議所常議員会での説明

2019.2.26 （一社）日本フランチャイズチェーン協会との協議

2019.3.21 市内スーパー各社との全体会議（概ね合意に至る。）

2019.4.11 世界に誇れる環境先進都市かめおか協議会設立、以降毎月開催

2019.5.29 「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」締結
（市内スーパー４事業者、１０店舗）

2019.6.28 「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」締結
（市内スーパー等 ２事業者、２店舗）

2019.7.29 「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」締結
（商店街連盟、タクシー会社、金融機関 ５事業者）※商店街連盟賛同店舗 ５４店舗

2019.8.20 レジ袋有料化スタート（市内スーパー等６事業者１２店舗、商店街賛同店５４商店）

2019.10.20 亀岡市長選挙 レジ袋禁止条例が争点の一つとなり、桂川市長の圧倒的勝利

2019.10.21 レジ袋禁止条例に関する市民（消費者）説明会スタート

2019.10. 「亀岡市におけるプラスチックごみ削減の取組みに関する協定」締結(イベント実行委員会)

2019.12.26 袋製造販売企業から紙ストロー（５６，０００本）の寄付を受ける。 4
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レジ袋削減に向けた取組み

環境と芸術を掛け合わせた取組み
2019.7.6～7.7 KAMEOKA  FLY  BAG  Project スタート

JR亀岡駅前に８ｍ×７ｍの巨大エコバッグをお披露目

2019.7.21 / 8.10 Plastics Smartかめおか100人会議
かめおかプラスチックごみゼロ宣言に込めた想いを市民と共有

2019.9.27～年内 楽天クラウドファンディング募集開始
「ごみをなくす革命！飛べなくなったパラグライダー生地を再生し
て、地域のみんなが参加できる『エコなしごと』を作りたい！」 目
標額1,000万円 （12/23現在 21,923,000円）

2019.10.19 FLY  BAG ワークショップ
「大きなパッチワーク（巨大エコバッグ）から自分だけのバッグを
つくろう！」 市民定員200名満杯の200名が参加

2020京都スタジアムからの発信
京都サンガ観客動員数 約15万人（J2リーグ平均7,049人×21ゲーム）
リユース食器の導入等 エコスタジアムとして情報発信！



KAMEOKA FLY BAG

ＦＬＹ ＢＡＧ Project
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会議・講演会等

日 時 名 称 参加人数 備考

2019.6.1 ３Ｒ海ごみセミナー（東京国連大学ビル） ９０ 亀岡市

2019.6.2 人類愛善会創立９４年記念公開講和 約１００ 亀岡市

2019.7.6 オリーブフォーラム（梅田スカイビル） ３０ 亀岡市

2019.8.17 Plastics Smart かめおか100人会議 １９ 亀岡市

2019.8.19 総合的な学習研究部会講演会 ２９ 公社

2019.9.7 第55回亀岡母親大会 ７０ 亀岡市

2019.9.20 第40回亀岡消費者大学 １７ 亀岡市

2019.9.24 立命館高等学校GLコースフィールドワーク ７６ 亀岡市

2019.10.5 チャリティ講座 ８ 亀岡市

2019.10.9 くらしを変えるＶｉｓｉｏｎ講座（神奈川） ４０ 亀岡市

2019.10.18 京都先端科学大学キャリアサポート実践講座 １２ 亀岡市

市民啓発・環境教育事業の実績
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環境教育事業（小・中学校）

日 時 名 称 参加人数 備考

2019.5.23 詳徳小学校（５年生）海洋ごみ学習 ３６ 公社

2019.6.11 吉川小学校（４年生）海ごみ環境学習 ８ 公社

2019.6.19 安詳小学校（５年生）ふるさと環境学習 １６１ 公社

2019.7.17 南桑中学校環境学習（プラごみゼロ宣言） ２３９ 亀岡市

2019.9.4 千代川小学校（５年生）海洋ごみ学習 ９２ 公社

2019.9.10 つつじケ丘小学校（４年生）ふるさと環境学習 １０９ 公社

2019.9.19 千代川小学校（５年生）プラごみゼロの取組み ９２ 公社

2019.9.30 大井小学校（５年生）使い捨てプラについて ８４ 公社

2019.10.4 本梅小学校環境学習（プラごみゼロ宣言） １９ 亀岡市

2019.10.18 吉川小学校（４年生）子ども記者取材学習 ８ 公社

2019.10.26 千代川小学校（５年生）子ども記者取材学習 ９２ 公社

2019.10.26 地球環境子ども村海洋ごみ学習 ２５ 公社

2019.11.19 吉川小学校（４年生）Pepperを活用したスクー
ルテンプレート公開学習
（Soft Bankと事業連携協定締結）

８ 亀岡市
ソフトバンク
公社



亀岡市とソフトバンク株式会社との

環境及び教育事業連携に関する協定

• Pepperを活用した環境教育プログラムの公開授業の様子
海洋ごみ問題を題材にしたスクールテンプレートを亀岡から全国に発信
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亀岡市立吉川小学校
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市民説明会

日 時 名 称 参加人数 備考

2019.10.21 西別院町自治会 １１ 亀岡市

2019.11.2 東本梅町自治会 １７ 亀岡市

2019.11.8 亀岡地区中部自治会 １４ 亀岡市

2019.11.8 亀岡地区西部自治会（宇津根町自治会） １０ 亀岡市

2019.11.9 西つつじケ丘自治会 ３４ 亀岡市

2019.11.9 亀岡地区西部自治会（安町・清水自治会） ２６ 亀岡市

2019.11.9 吉川町自治会 ２８ 亀岡市

2019.11.10 亀岡地区東部自治会（午前の部） １１ 亀岡市

2019.11.10 亀岡地区東部自治会（午後の部） １０ 亀岡市

2019.11.14 旭町自治会 ３９ 亀岡市
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市民説明会

日 時 名 称 参加人数 備考

2019.11.15 保津町自治会 ９ 亀岡市

2019.11.15 曽我部町自治会 １４ 亀岡市

2019.11.16 南つつじケ丘自治会 ３１ 亀岡市

2019.11.16 本梅町自治会 １４ 亀岡市

2019.11.22 馬路町自治会 ５５ 亀岡市

2019.11.22 宮前町自治会 １５ 亀岡市

2019.11.23 東別院町自治会 １４ 亀岡市

2019.11.24 千歳町自治会 １７ 亀岡市

2019.11.24 薭田野町（芦ノ山区） １３ 亀岡市

2019.11.25 大井町自治会 ３８ 亀岡市
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市民説明会

日 時 名 称 参加人数 備考

2019.11.26 河原林町自治会 ３８ 亀岡市

2019.11.29 千代川町自治会 ８ 亀岡市

2019.11.30 篠町自治会 ２１ 亀岡市

2019.11.30 薭田野町（奥条区） １７ 亀岡市

2019.11.30 薭田野町（上佐伯区・下佐伯区） ２７ 亀岡市

2019.12.1 薭田野町（鹿谷区） １８ 亀岡市

2019.12.8 薭田野町（西佐伯区） ２３ 亀岡市

《今後の説明会開催予定》 計５７２

2020.1.11 薭田野町（柿花区） 亀岡市
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２０１９．１２．８現
在
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２０１９．１２．８現
在



亀岡地域循環共生圏／世界に誇れる環境先進都市

■「亀岡らしい地域性が経済を生み、その経済が地域を支える」循環的な経済

圏（エコシステム）を創り出す。これにより地域の持続可能性が高まる。

地域性の保全・涵養

「ゼロエミッショ
ン」の実現

（４）環境

「芸術祭」による
地域性の具現化

（５）アート

経済とインフラの再編

地産地消と高付加価値化（外商）

（１）農業 （短期目標）
販売促進の場づくり
独自認証／ブランド制度の検討

地域全体での自給自足

（２）エネルギー

次世代モビリティ技術の地域実装

（３）交通

地域新電力会社による再エネの普及
消化ガス発電の導入

乗合い型交通（ワゴン、タクシー）
の導入・普及

交流を通じた人材育成

グローカルな人材育
成

（６）教育 （短期目標）
企業との連携
ICT活用

100人が100回来た
くなる交流づくり

（７）観光

・地域資源の提供
・感性への訴求

【取り組み団体】
保津川遊船／NPO
プロジェクト保津
川／かめおか霧の
芸術祭実行委員会

・地域資源の提供
・感性への訴求

【取り組み団体】
保津川遊船／NPO
プロジェクト保津
川／かめおか霧の
芸術祭実行委員会

・教育の場の提供
・体験素材の提供

【取り組み団体】
環境事業公社／ソフトバンク

・教育の場の提供
・体験素材の提供

【取り組み団体】
環境事業公社／ソフトバンク

・資源の換金
・インフラの提供
・資源の換金
・インフラの提供

・担い手育成
・支持者／リピーターの獲得

【取り組み団体】
亀岡市教育委員会／教育機関
／亀岡アグリツーリズム振興協
議会／観光協会／森の京都DMO

・担い手育成
・支持者／リピーターの獲得

【取り組み団体】
亀岡市教育委員会／教育機関
／亀岡アグリツーリズム振興協
議会／観光協会／森の京都DMO

・素材や場の提供
・インフラの提供

【取組み団体】
総合地球環境学研究所／
京都オーガニックアク
ション／ふるさとエナ
ジー㈱／自治会／京都タ
クシー／京阪京都交通／
京都先端科学大学

・素材や場の提供
・インフラの提供

【取組み団体】
総合地球環境学研究所／
京都オーガニックアク
ション／ふるさとエナ
ジー㈱／自治会／京都タ
クシー／京阪京都交通／
京都先端科学大学

・担い手育成
・観光面での利用
・担い手育成
・観光面での利用

ビジョン

環境環境 社会

経済

運営主体の発足

（短期目標）
レジ袋禁止条例によ
る環境意識の醸成

芸術祭の通年開催

（８）全体調整 【取り組み団体】亀岡市役所／世界に誇れる環境先進都市かめおか協議会
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