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平成２２年１０月

権堂町 clean up への ささやかな実践と提案

長野市鶴賀権堂町２２１４－３－５０５

久保田 洋一

1、動機

私は昨年横浜から転居してまいりました。４０数年ぶりの長野です。古希を目前にして人生の一区切りと、まわ

りの世界を変えついの住処にとの大決断でした。転入のいろいろな手続きもすみ、毎朝、早朝ウォーキングを始め

ましたが、道路やアーケード街に落ちといるゴミが気になりました。黒いスーツ姿のサラリーマンが、出勤時、咥

え煙草で足早に歩いているのが印象的でした。運転していても、割り込みや、交差点などでのちょっとした気遣い

等について時々、やや違和感を持っております。

また、犬の散歩に近くの公園に行きましたら入園禁止です。この事については昨年９月、私なりの考えを長野市

公園緑地課に申し上げました。飼い主のマナーを理由にしていては、公園設置の本来の目的は達せられない。犬の

フンもマナー向上の材料になるのではないかと。なかなか反応がないので１１月２０日、再選後間もない鷲澤市長

に再度お手紙をさし上げました。今度は緑地課の担当の方から、ドッグランの場所へのご努力の事などについて、

早速にご回答はいただきましたが・・・・。有限の地球は、少なくとも身近なこの日本では日に日に高齢化が進み

ます。モラルがちゃんとし、自分の事だけでなく、全体や相手に対する思いやりが漂う社会にしたいものです。

早朝、犬の散歩をしている方はたくさんおられますが、何も持たずに、またはおしっこ用の水を持っていない方

をよく見かけます。

こんな事もありました。駅前のお土産屋さんが、県内産のワインを北海道余市の箱に入れて売っていました。お

遣い物にするとはっきりカウンターで云ったのにです。｛２２年２月観光課にご報告済み）

そんなこれやで、どうせ暇な自分に出来る事はと、近くの街のゴミ拾いを始めた次第です。これで長野のマナー

がどうのこうのではないのですが、何かヒントが出てこないかと思ったのです。歩きタバコをしてポイポイ棄てる

事で、掃除などで他人にどのくらい迷惑をかけ、また危険（かなりの割合で、もみ消さずにそのまま棄てられてい

る、それも時々芝生や落ち葉の上、紙などのゴミが多い古い建物の陰に）な事か、更に、禁煙場所で吸って周りの

人が受ける受動喫煙被害の実態などについて、自覚してもらう一助にでもなればと思いました。そもそもの動機は

このように、モラルやマナーなどと大変に失礼且つ大それたものですが、このゴミの処理の仕方は、その人の品位

やお行儀とそんなにかけ離れた事ではなく、正直に出るものだと思います。皆で真正面から取り組めば、モラルや

マナーを考える材料として適当ではないでしょうか。

２、考え方

落ちているゴミを拾って街をきれいにする事そのこと自体にも、云うまでもなく大きな意味があります。しかし

その前に、いかに汚さないかを考える事の方がもっと大切だと思います。もっと言えば、いかに汚させないかです。

私もこの７ヶ月、冬は寒い朝６時ごろから夏は５時ごろ、毎日、毎朝、きれいに拾っても次の朝またゴミだらけ

で、私なりの目的は持ちながらも、もしや時間の無駄使いかと自問自答したりしました。しかし、毎朝のウォーキ
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ングの方々からの励ましのお声や、継続してやっている姿を見て、又は私からの声かけの結果でしょうか、明らか

に吸殻が減っている事実（ヨードー脇、タクシー乗り場の長野大通り車道や、朝まで営業している一部の店の店頭）、

または、”誰に頼まれてやってんだい？“とか、”カネもらってんかえ“等の声にハゲマサレながら続けてきました。

私は途中いろいろな方とお話をいたしました。“どうしたら落さなくなるでしょうね？”と聞くと、“仕方ない

よ”の答えが多いのですが、真に考えておられる方からは気軽なご返事はありません。難しい問題です。

３、対策

「どうしたら棄てなくなるか」。これには大別して二つあると思います。外的抑止力と内的抑止力の醸成です。

○1 外的抑止力

条例の制定 ： 内容的、レベル的にいろいろ考えられます。地区、施設、歩行中規制、など、そして

罰則の軽重。また、この地区のゴミの発端の大きな部分は飲食店にあります。従って

飲食店経営者の自覚・理解を促すための条例（お客様への啓蒙の義務）を考えても良

いかと

監視カメラの設置

各種ベンデイングマシーンと空缶等収容器併設義務化 ： 賛否ありましょうが、売りっぱなしでなく

責任を持つべきだと思います。

町内会としての清掃日の制定と実施の徹底：お店などお客様商売をしている方が毎日毎朝自分の店頭を

きれいにするのは当たり前ですが、別の所にお住まいのオ

－ナーの方は、朝の実態をご存じない。また貸店舗の前が

概して汚く、特に空き店舗についてもっとオーナーが責任

を持って建物まわりの整頓・美化に努めるべきである。

鳩など鳥のふんは毎日きれいに始末してほしいものです。

ポイ捨て等の現行犯へのその都度注意：相手の状況によりますが、勇気を持って。

条例は市ベースで、監視カメラや収容器の義務化は商店会ベースで早急に考えられるべきであります。

○2 内的抑止力の醸成

これが私が最も強調したいところです。それはその人のモラルの問題です。普通は持っているその部分

に、自然に訴える事が肝要かと思います。普通の人でしたら、タバコの吸い殻やガム、楊枝、空き缶

などを路上に棄てることが良くないことであり、犬のフンやおしっこをしっぱなしにしたり、ビニー

ル袋にまで入れたフンを物陰に置くのはお行儀が悪い事ぐらい知っています。たとえ他人がやってい

ても、または人の目が無くとも自分を律せるモラルを持ちたいものです。しかしこれには妙技・妙薬

はありません。やはり、ささやかな話ですが拾っている姿を露出させ、目に心に訴え、一人でも多く

誘い込むことです。マスコミにも繰り返し取り上げてもらえる、意味のある動きにすることですし、

新聞やテレビもそこに光を当てる意味を認めていただきたい。

私もこの 7 ヶ月半、いろいろな方と会いました

・毎朝緑町をスイープされている年輩の男性
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・市役所近くにお住まいとのＫさんとは大通りで。

・毎週水曜日に周辺を拾う県庁の職員の皆さん

・毎月第一日曜日に長野大通り、歩道植え込みの草取りをしている権堂町老人会の皆さん

・パニーノの脇筋を毎朝拾っている男性

・最近では、「毎朝ご苦労さん、わしもただ歩くんじゃなんだからカンとペットボトルだけでもと

思って」と、毎朝見せてくれる男性

・アーケード街では、ノンノンドールや岡本ビルの前は朝 5 時から６時位までにはきれいに水が打

たれて気持ちよく、姿勢がうかがえます。

・また９月末には、柳町中学２年生女子生徒３人組に大門町の辺で会いました。自由研究のテーマ

にゴミを取り上げたとのことで、拾ったカンやビンがいっぱい入ったビニール袋をさげて、私の

話を食い入るように聞いてくれた瞳が印象的でした。

・おびんずる等のお祭りの後、関係者がきちんとするのは当然のことですが、門前コミュ二テイ（

スポンサー企業があると聞いています。）や、ＪＣの皆さん、日赤奉仕団の皆さんには、もっと

定期的に露出度を上げていただければと思います。

・「プレミアオールナイトごみ拾い」（大阪・ＮＰＯ法人スマイルスタイル）やＮＰＯ法人グリーン

バード（東京・渋谷）、新宿駅東口で一人ゴミ拾いをしていた荒川さん等、いま、全国的に若者

の間でゴミ拾いがブームのようです。（今年３月１０日 日経）長野にもこのうねりが伝わって

来てほしいものです。

・先日ソフトボールの仲間とゴミの話をしていて出た妙案が「懸賞」でした。子供たちに一定量（数）

のゴミを拾ってきたら何かをあげる、というものです。

年輩者のなかには、ゴミを平気で棄てる人を見ても、「仕方ねーよ」と諦めて見ている人もいます

が、自分が住んでいる所をきれいにし、心の通い合う空間にしたい、という地域愛を持った若い人

は多いと思いますので、その気持ちをカタチにコーデイネイトしたいものです。米国のように日本

も若者の社会貢献意欲への助成、ポロボノ支援などがもっと期待されます

お行儀の良くないお店もいくつかありますが個別名は省略します。ただ何度かお話をしているうち

に、最近はきれいにしてくれているのは嬉しいことです。

外的抑止力は強制的にマナーを良くさせようというものですが、それに引き換え内的抑止力の醸

成は、その人の心・良識（モラル）に訴え、倫理に対する自覚を促すもので、マナーは自然と向上

します。

４、ゴミ拾い実体験の中間報告

○1 始めた日 ２２年２月２３日から。不在以外はほぼ毎朝 所要時間 約１時間半

、 ○2 場所Ａエリア：長野大通り権堂駅以南およびアーケード東側とヨーカドー脇タクシー乗り場付近・車道

Ｂエリア：ヨーカドーおよび秋葉神社・商店会事務局前広場（含アーケード下）

Ｃエリア：アーケード内（筋道の一部含む）中央通りまで

D エリア：ラーメン花月からセブンイレブンまで長野大通り西側および、中央分離帯内と車道
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○3 拾うゴミ 基本的に人為的なゴミ。落ち葉、鳥のフン羽根など自然の物は除く（犬のフンは拾う）

○4 、ごみ日誌 ５月１４日より作成 下記ゴミ毎の数字、特記事項 （別紙資料添付）

○5 、カウントするゴミの種類 タバコの吸い殻、空き缶，ペットボトル、空き瓶、その他

○6 、カウント開始 ６月２日（エリア毎のカウントは８月２０日より）

○7 、ゴミの種類 上記カウントするゴミ以外では、大別してビニール系が多く、次いでティッシュなどの紙系

があり、布系、ゴム系は少ない。フンや食べ物等の有機物も結構あります。

具体的には、タバコの箱およびそのセロフアン、ガムやその包み紙、飴の包み紙、薬のカプセル、マクドル

ド等の食品の容器や袋、硬貨（これまで約３５０円…お賽銭へ）、犬のフン（わざわざビニール袋に入れた

ものもあり）、人の大便、痰、おお吐物、変わったものでは処方された大量の薬が靴下やパンと一緒に入

ったビニール袋（薬局に届ける）、鍵（交番へ）、タクシーの運転日誌をちぎった紙きれなど。それから放置

自転車があります。ヨーカドー前の事は承知しませんが、先日もアーケード内で、荷かごにゴミがいっぱい

入っ自転車が、少なくとも２，３ヶ月前から同じ場所に２台あるので、交番に登録番号を届けました。警官

は「これはビルのオーナーの問題だ」として早速電話をしてくれましたが繋がらず、その後約一カ月になり

ますが、いまだにそのままです。登録者への連絡は「忙しくてやっていられない」とのことでした。ただ 荷

かごのゴミはその時始末したらその後は入っていません。きれいなところは汚しにくいのでしょう。これも

ひとつのヒントです。

○8 実績

表 １ 主要ゴミの月別総数と一日当たり平均

月 出動日数

タバコの

総数 平均

空き缶

平均

ペットボトル

平均

空きびん

平均

６

（１７～） １４

３１９１

２２８

１９３

１３・８

５３

３・８

１８

１・３

７ ２９

８１８５

２８２

３４９

１２・０

１９４

６・７

４６

１・６

８ ３０

７８７２

２６２

３４３

１１・４

２８４

９・５

６４

２・１

９ ２２

５６４３

２５７

１７０

７・７

１１３

５・１

３０

１・４

表１の注 ・毎日きれいにしたその翌朝の平均につき、日中など店頭を毎日清掃しているであろうＢ、Ｃエ

リアを 別にすれば、その日に落とされたゴミということになる。出動日数の少ない 9 月の

の平均は、溜まった数字を使っているので、やや差し引いてみて良い。

・飲食店が多い地区につき、そこのにぎわい状況が反映されているか。また、暑い８月はカン物

よりペットボトル系が増える
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表 ２ 主要ゴミの曜日別一日当たり平均（6 月中旬～9 月末）

曜日

種類 月 火 水 木 金 土 日

タバコ ２３９ ２３８ １９７ ２４１ ２６０ ３０６ ３７８

空き缶 ８・６ ９・７ ８・２ ９・９ ７・４ １３・５ １８・１

ペットボトル ５・４ ６・３ ５・７ ７・１ ５・５ ７・６ １０・７

注 主要なゴミ発生源の一つである夜間飲食客の動向がはっきり出ている。水曜日を底に（火曜の夜発生）、週末に

かけて増え、日曜日（土曜の夜発生）がピークとなる。

表 ３ エリア別実績（最も多いタバコについて総数と一日当たり平均本数）

エリア

時期 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 計

8 月下旬

11 日

５７１

５２

１２３９

１１３

８０６

７３

８７６

８０

３４９２

３１７

9 月上旬

9 日

４６４

５２

７２５

８１

５５５

６２

５５６

６２

２３００

２５６

9 月中旬

5 日

３３７

６７

４６１

９２

２９４

５９

３１９

６４

１４１１

２８２

9 月下旬

8 日

４５３

５７

４１２

５２

５４０

６８

５２７

６６

１９３２

２４２

注 ・ 9 月中旬は（下旬もやや）出動回数が少なく、一日当たり溜まった本数をそのまま使っているので平均が

高めにでている。

・ B エリアの最近の減少が実感される。（上記を加味して）

・ Ａ及びＢエリア（長野大通り、歩道、植え込み、車）はあまり変わらない。但し、この表以前の事として、

ヨーカドー脇タクシー乗り場の車道は、春頃に比べ目に見えて減っている。ささやかな効果と思いたい。

以上まとめてみました。何かの参考になれば幸いです。


