
北九州市は、1997 年に国で創設された「エコタウン事業」に、公害克服の過程で培われた「人材・技術・
ノウハウ」が評価され、最初に認定されました。 

そのエコタウン事業の立地第 1 号企業であり、先駆的な役割を担っている「西日本ペットボトルリサイク
ル（株）」を訪問し、千々木 亨社長にお話しを伺いました。 

西日本ペットボトルリサイクル（株）は、ペットボトルを大切な資源として活かすため、新日鐡（現　日
本製鉄）、三井物産、北九州市等が出資し1997 年に設立されました。会社設立当初から、新日鐵等の製
鉄事業のモノづくりでこの地で蓄積された技術、経験・思いが随所に活かされ、千々木社長も新日鐡出身
だそうです。現在は、食品トレーメーカー大手の（株）エフピコのグループ会社として、さらなる進展を遂
げています。 この若松工場では、福岡県内はもとより九州一円、関西、関東からも使用済みペットボトル
を集めており、日本最大級のペットボトルリサイクル工場という事でした。 

使用済みペットボトルは、分別回収されて、工場に運ばれます。そこでまず異物や不純物を取り除く選別作業が行われ、その後粉
砕し、洗浄された後、透明な PET 樹脂に戻されます。フレークやペレット状になった PET 樹脂は、
学校の制服やランドセル、食品トレーなど様々なプラスチック製品の材料となっていきます。コロナ
禍でも、マスクやフェイスシールドなど新たな再生プラスチックの利用商品を開発して、事業の幅を
広げているとのことでした。 

また、エコタウン内には、自動車、OA 機器、家電など様々なリサイクル企業が立地しており、
回収品の置き場や設備の処理余力、メンテナンス要員などを、企業間で融通・協力しながら互いの
事業向上に努めているそうです。 

最初に製品を作る時から、使用後のリサイクルを考え、材料を再利用していく循環を作っていく
サーキュラーエコノミー（循環型経済）という考えが、近年注目されています。ペットボトルもこ
のサーキュラーエコノミーの実践の中で重要であり、世界でトップレベルのリサイクルが行われてい

るとのことです。 
このペットボトルリサイクルを担っていくのは、私たち消費者一人

ひとりでもあります。少しでもきれいな状態で分別回収に協力していくことはもちろんのこと、キャッ
プを外して出すことでボトルがつぶしやすくなり、それによって多量の輸送ができることも知りました。
北九州エコタウンでのペットボトルリサイクル事業を見学できたことで、この北九州市で消費者とリサ
イクル業者が一体となって、持続可能な社会づくりに貢献していくことの意義を感じました。回収され
た時の汚れ方によって、買取価格も変わると伺い、これからもっと細かなことに気をつけながら、リサ
イクルを進めていきたいと思いました。 

（取材 : 北九州市立大学地域創生学群 1 年　金子穂乃花・古井陽）

北九州市「エコタウン事業」のトップランナー

「西日本ペットボトルリサイクル（株）」を訪問!!

千々木 亨社長

リサイクルで作られた制服

リサイクルされた食品トレー

　西南女学院大学生 2 名、北九州市立大学生 5 名の計 7 名が講師となった市民向け出前講座「身
近な SDGs を学ぼう !」を 10 月 19 日に貴船市民センターで行いました。「ジェンダー平等を実
現しよう」「安全な水とトイレを」等、SDGs17 のテーマの中からユースがテーマを選び、コロ
ナ禍の中、資料作りやプレゼンの練習など一生懸命頑張ってきました。受講者からは、「学生さん
の講座は丁寧でわかりやすく感動でした」「SDGs という言葉を聞いても内容は分かっていなかっ

たのですが、身近なことがよく分かりました」「自分なら
何から始められるかを考えることが出来ました」等の温か
い意見をいただきました。また、ユースからは「人前で話
す難しさ」「資料作りでいろいろ調べる中で新しい発見が
あった」という感想があり、受講者、ユース双方にとって、行動変容を促す絶好な機会であっ
たと思っています。今後は、自分も行いたいと講師を希望する（行動を起こす）ユースもいて、
この活動を他の市民センターや幼稚園・保育所の保護者へと拡大して行っていきたいと考え
ています。 

ユースによる出前講座「身近なSDGsを学ぼう!」 

発見!!

　活動には参加でき
ませんでしたが、その
時々に、頑張られて
いる様子を拝見し元
気を頂いていました。
環のまなび工房
諸藤見代子

　当時の先輩たちの紹介
が載っていて、どんなこ
とをしていたかがわかっ
ていいと思いました。
北九州市立大学1年
桑原風嘉

　原賀さんが自ら石巻市
を訪問して街の人々に取
材をし、地域を支える市
民の力こそが ESD の原
点だと思いました。
北九州市立大学2年
川口誉天

　ESDは難しく捉え
られがちですが、ク
イズから学びに入れ
ることで理解しやす
いかったです。
北九州市立大学 2年
金替朱音

　東日本大震災から1年とい
うことで、復興支援の活動が
ムーブで行われたと記載され
ており、震災から10年経つ今、
また改めて震災について考え
ることができました。
北九州市立大学1年
古井陽

　会員の方が行って
いる様々な活動を知
ることができ、とて
も興味が湧きました。
北九州市立大学2年
生野翼

©ていたん&ブラックていたん,北九州市

ていたん
10歳になったよ！

山中事務員 安田主任 高橋事務局長
岩谷

コーディネーター

記念すべき30号発行に立ち会えて嬉しく
思います。今後も皆さんの活動が発展でき
るように願っています。
北九州ESD協議会・北九州市環境局環境学習課

1 面では ESD をクイズ形式で
分かりやすく説明されており、
中面では全会員の活動について
紹介。

未来パレット10号2012年3月24日発行

稲田係長 未来パレット20号
2016年9月6日発行

1 面では東日本大震災復興
イベント開催について。中面
では石巻市に訪問！取材を
実施。

1 面ではアクション
プラン 2015 ～ 2019
が 完 成 し、 代 表 の
方々のコメントを記
載。 中 面 で は ESD
の 活 動 を して い る
若者たちを紹介。

未来パレット1号
2008年7月1日発行
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祝!! 未来パレット30号発行!!
　北九州ESD協議会は、2006 年に国連大学よりESDを推進する地域拠点（RCE）に認定され発足しました。
シンボルマーク「未来パレットちゃん」は、協議会の多様な会員のそれぞれの活動を色に例えて、パレットの上で、
それらがつながりあって新たな色を作り、一緒に未来を描いていくという願いが込められたデザインです。
　持続可能な未来について考え合う広報誌「未来パレット」を2008年に創刊し、このたび創刊30号を迎えました。
これまで未来パレット発行に関わってくださった皆さんには、たくさんの感謝でいっぱいです。ありがとうございます。
これまでの未来パレットについて、現ブランディングプロジェクトメンバーだけでなく、新たな、または久しぶりの
メンバーの方々の視点で振り返りました。



アクションプラン
2021〜2025決定！

　2021年 7月、新アクションプランが決定しました。前回ま
でのアクションプランは、協議会として、生まれたてのSDGsを
ESDと共に普及啓発していくことでした。この5年間でSDGs
の概念は急速に広まり、SDGs 未来都市として、北九州市でも
SDGsの様々な取り組みが広がっています！
　SDGsの学びを支えるESDとして、新たな可能性にチャレン
ジするチーム体制も生まれました。どんなことに挑んでいくのか？
アクションプランという、新しい帆を掲げ、「ESDfor2030]を
目指し、5年後、10年後の未来を創造していきましょう！

SDGs のための活動を推進する
学生をサポートをしたい！

私は大学を機に北九州に来て、北九州で様々な
ESD や SDGs 活動にふれたり参加したり、多く
のことを学びました。来年度から就職のため北九
州を離れますが、離れていても北九州とつながっ

ていたいと思っています。この学びを活かして、北九州で SDGs 活動を
している学生のサポートをしたいです。そして、SDGs に貢献している
未来にしたいです。

　　　（新アクションプラン策定のための ESD カフェ参加）
北九州市立大学４年　竹本梨乃

 「インプット」したことを「アウトプット」に！
これまでの活動は、北九州市での ESD や SDGs の周知を目

的に行ってきましたが、今後は北九州市に限らず様々な場所での
周知を目指したいと思っています。また、幅広い世代で異なった
土地等、環境の違う人同士の意見交換を行い、様々な視点から
ESD、SDGs の知見を深め、ESD 協議会に貢献していきたいです。

私自身、これからの 5 年間は学生から社会人へと変わる時期でもあるため、「インプッ
ト」したことを「アウトプット」していきたいと思います。

（新アクションプラン策定のための ESD カフェ参加）北九州市立大学　3 年　黒木奏美

男性学に興味ある人、集まれ！
北九州市立大学法学部政策科学科に勤めてちょ

うど 30 年、来年 3 月で定年退職します。その中で
ESD 協議会と出会い、15 年ほど活動をしてきまし
た。今では、ESD が自らの羅針盤！現在コロナ禍
で行けなかった韓国、インドネシアやバングラデシュ

に出かけ、ESD の普及活動を行えればと考えています。また、フードバン
ク事業に関わる ESD の教材づくりを手掛けたり、ジェンダー平等教育の
観点から男性学も勉強しようと考えています。「なんて欲張り！」と思われ
るかもしれませんが。男性学に興味ある人、集まってください。将来（2050
年）、北九州市が多様性を受け入れる最前線の都市として世界から注目さ
れるようになるための基礎づくりをする 5 年間です。

　ESD-J 担当　運営委員　三宅博之

「場づくり」を、
次世代への責任として！

世界規模で起こった 2 年間のコロナ禍は、自分たちの
身の回りに大きく影響を与えることを実感した日々でし
た。このような状況下、メンバーと共に行ってきたことは

「分からないことは、やりながら考える」ということ。自
分たちの想いを中心に据え、持っている知識や経験、技術といったリソースを糧
に、新しい何かを生み出していくことでした。

子どもたちや若者にとって、これからの 5 年という時間は大きな意味を持つ
ものになると思います。私は、彼らがこの変化の激しい時代を、その時代の中
心としてよりよく生きてもらうためには、自分たちで「考える」「決める」「行動
する」といった力が不可欠だと考えています。そして、そうした力をつけるため
には、目の前にある課題に対し、誠実に向き合い、一つひとつの課題を乗り越
えていく「小さな実践を積み上げ」、「想いを形にしていく」経験が必要だと考え
ています。私は、自身の取り組みを通じて、こうしたことのできる「場づくり」を、
次世代への責任として行っていきたいと思っています。

新アクションプラン策定のための ESD カフェ ファシリテーター KID's work 
大久保大助

伝えあい、耳を傾けあって
アクションプランが進みますように☆

協議会という多様な方々が集まる場では、自分がして
いることや他のかたと一緒にしたいことをわかりやすい
言葉で伝えあい、耳を傾けあっていくことが大切だと思
います。

いろんな方のいろんなお話を伺えることを、これからも楽しみにさせていた
だきます。

　科学技術コミュニケーション研究所　泉優佳理

ＳＤＧｓを推進していく
ＥＳＤ協議会ができること

アフターコロナを視野に入れた 5 年後、北九州の「まち」
を思い描くと ESD 活動の優先課題が見えてきます。

語り合う場が提供をされ、市民一人ひとりが自由な発
想力を持ち、互いの価値観を認め合うことから時代の転

換点の第一歩を踏み出すべきでしょう。
まずは SDGs を加速度的に推進していくため、ESD 協議会ができることは

①市民活動を後押しできる継続的な学びの場の創出②活動者同士のつなぎ手と
してコーディネート機能の充実です。私自身も ESD の実践者として、何ができ
るか問い続けたいと思います。

　人材育成・発掘プロジェクト　渡辺いづみ

市民の化学反応を起こせる場に！
「北九州 ESD アクションプラン 2021 ～2025」がようやく出来

上がりました。プラン策定に当たっては、ワークショップや検討会
を通して、参加いただいた皆さんの ESD に対する熱い思いに触れ
ることができ、充実した時間を過ごすことができました。これから
の 5 年間、ネットワーク作りがますます重要になっていくのではな

いかと思いますが、ESD に関わる個人や団体を有機的につなぎ、良い意味での化学反応
を起こしていきたいと思います。皆さんの熱意とパワーに応えられるよう、貢献できれば
幸いです。

　北九州ESD協議会  運営委員長　日高京子

北九州の ESD・SDGs の歴史をつなぐ
ESD 協議会に連なる歴史を、北九州の SDGs につなげるため

に、未来パレットに連載していた公害克服の物語とマンガを「北
九州 ESD・SDGs 物語」として発行させていただきました。また
SDGs 図書館大作戦・SDGs アート大作戦を通して身近に SDGs
を広めていく活動を実施しています。

ESD は、SDGs の学びを支える活動です！これからの 5 年間は、ESD 協議会が
SDGs の学びのシンクタンクになれるか？正念場だと思っています！

　ブランディングプロジェクト　原賀いずみ

ESD や SDGs の学びを
ESD 協議会に還元したい！

私は、これからの 5 年間で、ESD や SDGs の周知はもちろ
んのこと、それらの内容の実践を行うことが必要だと感じてい
ます。そのためには、各地のイベントや同世代間の交流など、
他の場面で学んだ知識や考えを ESD 協議会に還元することで、

異なる視点から改めて活動を見つめ直したいです。また、後輩のサポートや、自分自
身で長期的な活動を行うことなど、継続的に活動していきたいと思います。そして、
5 年後の学生ではない視点に立ったときに、さらに発展した問題や課題に取り組みた
いです。

（新アクションプラン策定のための ESD カフェ参加）
北九州市立大学　3 年　爲國絵里加
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