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研究会の構成

特定非営利活動法人
ザ・ピープル

中古衣料の
回収・再販・リサイクルの実践
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一般社団法人
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国内での繊維産業のスタート地
点を環境に配慮した形で生み出

す取組み

いわき支部
首都圏のアパレル関係者・
教育機関とのネットワーク
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事業の概要
いわき市繊維を無駄にしない社会づくり高度化プロジェクト
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本事業の背景
• 特定非営利活動法人ザ・ピープルでは32年間に渡り、いわき市内で中古衣料

の回収・販売、繊維リサイクルに取り組んできている。
• 東日本大震災による被災後、オーガニックコットン栽培にも取り組み、現在では

一般社団法人「ふくしまオーガニックコットンプロジェクト」として独立した組織運営
を始めている。

• 一般社団法人「日本リ・ファッション協会」では、いわきと首都圏をつなぐ形での繊
維製品が与える環境負荷削減に向けた取組みを進めようとしている。
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本事業の目的
• 気候危機と呼ばれる時代、研究会を構成する３団体がこれまで取り組んできた
繊維を育み、無駄にしない循環型モデルはカーボンニュートラル（脱炭素）推
進に寄与している。

• 公共政策や温室効果ガス算定の専門家たちと共に本プロジェクトを立ち上げ、
事業を科学的・客観的に評価し、先進事例に学ぶ機会を持ち、産官学民が一
体となり、世界が注目するFUKUSHIMAでの脱炭素未来づくりに取り組むことを
目指す。
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事業概要
Ⅰ インベントリ分析

• 中古衣料の回収・販売・繊維リサイクル（ザ・ピープル）
• オーガニック栽培コットン（ふくしまオーガニックコットンプロジェクト）

Ⅱ 調査・情報収集
• 先進事例の視察
• いわき市SDGｓビジネス研究会への参画

Ⅲ 連携会議の開催（５回）
• 知見等の共有
• 課題の整理及び検討（技術ニーズとシーズの抽出）
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Ⅰ インベントリ分析

7



中古衣料の回収・販売・繊維リサイクルに関する
インベントリ分析（主体：ザ・ピープル）

中古衣料の重量、材料使用量、倉庫・事務所のエネルギー消費量、輸送のエネルギー資料な
ど、 LCA（環境影響評価）に必要な活動量（フォアグラウンドデータ）を収集、集計した。
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LCCO2インベントリ（フレコンバッグ1袋あたり）

回収した衣料品（フレコンバッグ1袋あたり）のCO2排出量は178kg-CO2で、
回収衣料品の1kgあたりの排出量は0.73kg-CO2となった。

算定除外：衣料回収品のうち、不要品の廃棄について委託業者による収集運搬、処理（埋立）、店舗販売
別途算定：倉庫での取扱量が不明のため、市内に設置された回収ボックスからの収集運搬、倉庫での分別保管、事務所運営については別途算定した。（次ページに記載）

2023/3/13 9©2023 いわき市繊維を無駄にしない社会づくり高度化プロジェクト



衣料回収のための年間CO2排出量（2021年度）

回収ボックスからの中古衣料の収集運搬で排出されるCO2は年間5.9トン、倉庫
での分別保管で排出されるCO2は4.5トンになった。

表 回収ボックスからの収集運搬にかかるCO2排出量
種別 数値 単位

ガソリン 1.79657 t-CO2
軽油 4.18009 t-CO2
合計 5.9767 t-CO2

表 倉庫での分別保管にかかるCO2排出量（志賀倉庫のみ）
種別 数値 単位
電力 4.48392 t-CO2
合計 4.48392 t-CO2
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オーガニックコットン栽培に関するウォーターフット
プリントのインベントリ分析
（主体：ふくしまオーガニックコットンプロジェクト）

● ウォーターフットプリント算定に必要な
栽培面積、収穫量、施肥量などの活
動量の収集・集計した
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活動量の集計（インプット及び産出物）
圃場カルテ等から活動量及び産出物をした表のとおり整理した。サンプル株の収量から、 
産出物について原綿が393kg、枝葉3.9トンと算定できた。

産出物について、代表的な圃場からサンプル株を抽出し、生乾重量を測定し、サンプル株の重量に圃場の全株数を乗じて算定した。
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ウォーターフットプリント・インベントリ
原綿1gあたり、灌漑排水等のブルーウォーターは0.06ℓ、雨水から作物に取り込まれ、
土壌に貯水されたグリーンウォーターは11ℓ、タオル1枚あたりはそれぞれ、1.9ℓ、
346ℓと算定できた。

いわき市内でオーガニック栽培された原綿の含有率は5%であるが、
全量を使用したと想定して算出
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考察
● 中古衣料回収に関するインベントリ分析

○ より信頼性のある活動量（フォアグラウンドデータ）取得のため、繊維に
詳しく識別できる人材育成や市民・ボランティアが衣料を識別しやすい作
業標準の作成と提示が必要

● オーガニック・コットン栽培に関するインベントリ分析
○ 施肥量などの栽培情報や収穫重量などの活動量を収集でき、土壌への炭素

貯留量も算定も可能
○ 環境優位性を主張する場合、慣行栽培の活動量の収集が必要

● 共通
○ カーボンフットプリント等を算定できる専門人材育成
○ 信頼性の高い排出係数（バックグランドデータ）利用に係る費用の確保
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今後、期待できること

● 繊維回収に関する詳細なデータ収集と統計を活かした政策提案や地元
企業の製品・サービス開発への提案

● 市民調査による市民の脱炭素まちづくりに対する意識啓発
● スタディツアーへのLCAプログラム導入による交流人口の拡大
● コットン枝葉の漉き込みやたい肥等施用による炭素貯留効果算定により、

吸収源としてのカーボンクレジット発行（ボランタリークレジット）
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Ⅱ 調査・情報収集
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視察の概要

• 視察日時 令和5（2023）年1月13日・14日
• 視察先 MEGURU STATION®（兵庫県神戸市、奈良県生駒市）
• 視察者 ３団体（吉田恵美子、鈴木純子、渡辺健太郎、早水裕実子、島村守彦）

協力：
アミタホールディングス株式会社
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MEGURU STATIONとは

• 神戸市が令和３年度より設置している互助共助型資源回収ステーション
• プラスチックリサイクルを一歩進めるため、必要なプラスチックを品目別に集め、プラスチ

ックとして使い続けることができる「まわり続けるリサイクル」の推進を図っている。
• リサイクルを見える化し、分別モチベーションを向上させることで市民への「まわり続ける

リサイクル」の意義の浸透、意識啓発を図り、市民、事業者等と一体となったプラスチ 
ック等資源循環の促進につなげる

• 日常の資源ごみ出しをきっかけに地域コミュニティの醸成につなげている
• 社会デザイン事業を展開するアミタホールディングス株式会社が神戸市との事業連

携協定に基づき、同資源回収ステーションの立ち上げを支援した。
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着眼したポイント

1.市民のリテラシー向上：地域課題としての廃プラスチックからスタート
して資源回収品目を拡大
2.遊休施設の活用：廃校など、自治体が活動拠点を提供
3.地域内循環：地域企業がもっている技術力を生かすための資源回
収に住民自らが関与して価値を提供している（プラスチックtoプラスチ
ック）
4.居場所づくり：日常的に子どもたちや高齢者が集まるコミュニティやプ
ラスチックなどの廃材を活用したアート
5.地域人材の活用：高齢者や女性の有償ボランティア参画。「自然
に・楽しく・当事者として」
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20

ふたば学舎（兵庫県神戸市長田区）
1929（昭和4）年に建設され、戦災・震災を乗り越えた地域のシンボルである旧二葉小学校を地域活性化拠点として活用するため 
再整備し、2010（平成22）年11月19日に「神戸市立地域人材支援センター」としてオープン。
2016（平成28）年度からは「ふたば学舎（がくしゃ）」へと名称を変更し、引き続き、市民が行う地域活動への参加支援を行うと
ともに、交流・学び、歴史、文化、ものづくりを通じて地域活性化を担う人材の育成を推進している。
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市民活動拠点の一角に、資源ごみ回収ステーションを併設。
市民が三々五々自宅から資源ゴミを持ち寄ることができる。
回収用の棚はきれいに品目別に配置されており、地元企業が回収
品を活用してリサイクル再生品として生まれ変わらせる。そうし
た仕組みが地域内で出来上がっていることを市民が体感できる。
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資源ごみとして回収されたプラスチックが、ベンチに生まれ
変わり、市民に愛用される。
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住民が施設管理者としての役割を担う



24
中古衣料の回収ボックス



回収された古着の再活用コーナー
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26

生駒市萩の台住宅地自治会館
「こみすて」

資源回収品目の一つとして、生ごみを集めバイオガス
と液肥として再活用。
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28

資源ごみの回収とコミュニティの活性化が自治会
の手で進められ、交通の便が良好ではない住宅地
内において常に人が集まる場として自治会館が機
能している。



視察を通して考えたこと

• 行政×企業×市民が協働だからこそ、生み出せる新たな価値
• 資源回収とコミュニティー活性化は同時に行うことで地域課題を統合的
な解決

• 大学等の有識者による学術的な検証など、科学的根拠にもとづく戦略
策定
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Ⅲ 連携会議の開催（５回）
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31

連携会議の開催

● 第1回 令和4年10月8日（オンライン）ボランタリークレジットに関する知見共有
● 第2回 令和4年12月7日（対面）Sumpo等、カーボンニュートラル専門機関の訪問
● 第3回 令和4年12月8日（対面）温室効果ガス排出量算定に関する市民調査のふりかえり
● 第4回 令和5年1月29日（対面）GHG排出量の検証、ビジョン案に関するディスカッション
● 第5回 令和5年1月30日（対面）市役所訪問とふりかえり



中間報告会の開催

令和４年度「いわき市産業イノベーショ
ン創出支援事業」の支援を受け、
いわき市の地域特性や地域資源を
活かした新産業の創出に向けて、
産学連携等により先行技術に
関する調査・分析や参入手法検討の
ため、情報・意見収集を行う勉強会
等を実施し、この事業の進捗について報
告した。

と き：2023年2月6日
ところ：いわき産業創造館セミナー室
参加者：15名 32



提言 いわきモデル
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提案の骨子（案）

カーボンニュートラルに取り組む意義は、将来世代の生き方の選択肢を残し、増やすこと
にあると考えます。
個人の価値観の多様性をふまえ、カーボンニュートラルの取り組みを共感で広げていくこと
が必要と考えます。
そこで、これまで、特定非営利活動法人ザ・ピープルが32年間に渡り、いわき市で実績を
作ってきた中古衣料の回収・再販・繊維リサイクル活動を基点に、
新しい着眼点や技術を取り入れ、地域特性や地域資源を活かしたいわきモデルを提案し 
ます。

● 生活にカーボンニュートラルを感じられる街づくり
誰もがカーボンニュートラルにチャレンジできる場の提供
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いわきモデル（案）

サステナビリティ人材
の育成

● 温室効果ガス排出量を可視
化できる人材の育成

● STEAM人材の育成
● 社会人の学び直し

産官学民のパートナーシップ

繊維製品の循環を通して、いわき市まるごと脱炭素化
みんなで実現するゼロカーボン

コミュニティづくり

● 雇用促進
● 交流人口拡大
● 生きがいづくり
● 居場所づくり
● 多世代交流

地元企業の技術・製品
の開発

● ロジスティクス（物流の高
度化）

● 繊維の再生利用技術
● DX推進（デジタル・トラ

ンスフォーメーション）
● ロボット



いわきモデルの特長

• 独自性：温室効果ガスの算定について、現状ではエネルギー、鉄鋼、自動車等の取
り組みが多く、服・繊維、農業については算定が進んでいない

• 先進性：有機農法については「2050カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」
において、農林水産業のCO2ゼロエミッション施策の一つとして期待されているが、
環境負荷量の可視化は進んでいない

• 新規性：ハイエンドスキルを持つ人材育成ではなく、市民一人ひとりがカーボンニュ
ートラルに対応するスキルや知見を習得できる仕組み構築
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繊維製品の循環を通して
いわき市まるごと脱炭素化

みんなで実現するゼロカーボン

37


	スライド 1: 令和４年度「いわき市産業イノベーション創出支援事業」  いわき市繊維を無駄にしない社会づくり 高度化プロジェクト  事業報告  令和５年３月16日
	スライド 2: 研究会の構成
	スライド 3: 事業の概要
	スライド 4: 本事業の背景
	スライド 5: 本事業の目的
	スライド 6: 事業概要
	スライド 7: Ⅰ　インベントリ分析
	スライド 8: 中古衣料の回収・販売・繊維リサイクルに関する インベントリ分析（主体：ザ・ピープル） 
	スライド 9: LCCO2インベントリ（フレコンバッグ1袋あたり）
	スライド 10: 衣料回収のための年間CO2排出量（2021年度）
	スライド 11: オーガニックコットン栽培に関するウォーターフットプリントのインベントリ分析 （主体：ふくしまオーガニックコットンプロジェクト）
	スライド 12: 活動量の集計（インプット及び産出物）
	スライド 13: ウォーターフットプリント・インベントリ
	スライド 14: 考察
	スライド 15: 今後、期待できること
	スライド 16: Ⅱ　調査・情報収集
	スライド 17: 視察の概要
	スライド 18: MEGURU STATIONとは
	スライド 19: 着眼したポイント
	スライド 20: ふたば学舎（兵庫県神戸市長田区）
	スライド 21
	スライド 22
	スライド 23
	スライド 24
	スライド 25
	スライド 26
	スライド 27
	スライド 28
	スライド 29: 視察を通して考えたこと
	スライド 30: Ⅲ　連携会議の開催（５回）
	スライド 31: 連携会議の開催
	スライド 32: 中間報告会の開催
	スライド 33: 提言　いわきモデル
	スライド 34: 提案の骨子（案）
	スライド 35: いわきモデル（案）
	スライド 36: いわきモデルの特長
	スライド 37: 繊維製品の循環を通して いわき市まるごと脱炭素化 みんなで実現するゼロカーボン

