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北星まちづくり推進協議会では，平成２６年度から教育大生と地域住民

による北星地域を考えるワークショップの実施など，教育大学との連携事

業に取り組んでいます。 

今年度は，ワークショップのほか，２Ｒ（ごみの排出抑制・再使用）の

理解を深めることを目的として，持続可能な社会を目指し環境に配慮した

生活の在り方などをテーマにした「環境マネジメント」の受講生と連携し，

①大学周辺の飲食店から回収した廃食油を活用したせっけん作り，②環境

に関するアンケートによる，「北星エコなせっけん」プロジェクト事業を実

施しました。 

このたび，学生が作成した「北星エコなせっけん」とアンケート結果を

町内会に配付することになりましたので，取材，報道をよろしくお願いし

ます。 

 

 日 時：平成２８年３月１６日（水） １０時（教育大 集合･出発） 

 場 所：①ティエール教育大前町内会（旭町１条８丁目） 

     ②北門親和会（北門町８丁目） 

     ③旭町１条親和会（旭町１条８丁目） 

      ※各町内会長宅 

 参加者：教育大生（環境マネジメント受講生）７名 

     北星まちづくり推進協議会委員 

 

添付資料 
有 ・ 無  ２０１５「北星エコなせっけん」プロジェクト事業 

（有・無のいずれかを囲むこと。） 

※ 有の場合，資料の内容を記入すること。なお，別途冊子等の配付を希望

する場合は，その旨記入すること。 

報道（取材）に当

たってのお願い 

 

 

備  考 
 

 

※①→②→③の順 



 

２０１５「北星エコなせっけん」プロジェクト事業 

 

１ 事業概要 

  ２Ｒ（ごみの排出抑制・再使用）の取組を促進するため，北海道教育大学旭川校「環 

 境マネジメント」受講生と連携し，教育大学周辺の飲食店から回収した廃食油を活用し 

 た石けん作り，環境に関する意識及び行動アンケートを実施する。 

  ※旭川市地域まちづくり推進事業補助金「エコな地域づくり事業」 

 

２ エコな石けんづくり 

 (1) 廃食油回収先 

   ・うまみ屋 川端店        （川端町４条１０丁目） 

   ・やきとり居酒屋 鳥しん 旭町店 （旭町 2 条 10 丁目） 

 (2) 石けんづくり（実施日：11 月 23日） 

   ・飲食店から回収した廃食油に水酸化ナトリウム，水を混合，撹拌し，1 か月固化 

   させた。 

 (3) パッケージ 

   ・石けんの固化に使用した牛乳パックを再利用し，手すきハガキにして使用した。 

   ・ハガキの作成，ラベルのデザインは学生が担当した。 

 (4) 石けん配付先 

   ・廃食油回収先の飲食店     （配付日未定） 

   ・アンケート回答者       （今回は，旭星地区市民委員会のみ配付し， 

                    ほかの５地区については後日配付予定） 

 

３ 環境に関する意識および行動アンケート 

 (1) 回答数 

   ・教育大生 ２３９名 

   ・地域住民 ２３８名 

    ※対象：市民委員会（近文東・近文西・川端・北星・旭星・旭星西） 

 (2) 実施期間 

   ・教育大生 7 月２１日～7月２２日 

   ・地域住民 ８月 １日～８月３１日 

 (3) アンケート結果 

   ・別紙のとおり 

 



環境に関する意識および行動調査 

～特に廃油に焦点を当てて～ 

 

○調査目的：持続可能な社会を目指した環境に配慮した生活のあり方，さらに，身近な環境問題

への認識やそれに向けた行動実態等，今回は，環境問題の中でも，特に家庭ならび

に店舗などから排出される廃油に焦点を当てつつ検討を行いました。大学生はもち

ろん，よりよい生活環境をつくり出すには，地域住民の皆様の協力がなくてはとい

う視点に立ち，大学生と地域住民の皆様との比較の中で，その実態を明らかにする

ことを目的としました。 

 

○調査時期：北海道教育大学旭川校 2015年７月下旬 ／ 北星地域 2015年８月上旬 

 

○調査対象：北海道教育大学旭川校学生 239名 ／ 北星地域の住民の皆さん 238名 

性別 大学生 地域住民 合計 

男性 112 121 233 

女性 127 117 244 

合計 239 238 577 

 

○調査結果： 

 

Ｑ１．環境に関する 20の生活行動についてその実行度を「常にしている」「よくしている」「時々

している」「あまりしていない」「していない」の５段階で回答してもらいました。「常に・

よく・時々している」を「している」とした場合の特徴的な項目の結果を，以下では示し

ています。 

生活行動 大学生 地域住民 

○ゴミの分別を決められた通り行っている 88.7％ 95.8％ 

○ルールを守ってゴミを捨てる   93.3％ 95.4％ 

○できるだけ公共交通を利用する 71.1％ 60.5％ 

○できるだけ歩いたり自転車を利用する  91.2％ 69.3％ 

○レジ袋を断る  74.9％ 89.5％ 

○買い物カゴ・マイバックを持って買い物に行く 83.3％ 94.1％ 

○使用後の油を排水に捨てない 76.2％ 84.9％ 

大学生と地域住民では，普段の移動手段以外は，いずれも地域住民の方が，実行度が高いこと

が分かりました。普段の移動手段では，大学生は，自宅生（17.6％）以外の学生（下宿・一人く

らし・寮など）は，大学近辺に居住していることが考えられ，自転車での通学や移動，遠方など

でも自家用車などではなく，バス等での移動をしている傾向が高いのではないかと考えられます。

また，ゴミの分別など身近で手軽に行動に移せる取り組みには，色々な環境に関わる生活行動の

中でも，大学生は積極的に取り組んでいるようでした。しかし，買い物時にレジ袋を断ったりマ

イバックを持参することでは，地域住民の方々との差が大きく開く結果となりました。地域住民

の方と比べて，大学生は環境に優しい生活をすることへの関心や認識は高い半面，実際に行動に

移せていない実態も明らかとなりました。 



Ｑ２．廃食油（廃油）に関する 10の項目についての結果を，以下では示しています。 

廃食油（廃油）に関する質問 大学生 地域住民 

水質汚染していることを知っている 87.9％ 
 

86.6％ 

リサイクルができることを知っている 5   56.1％ 
 

92.4％ 
 

リサイクルを行っている企業や地域団体を知っている 42.7％ 75.6％ 

廃油石けんを知っている 38.9％ 81.9％ 

旭川市で廃油回収が行われていることを知っている 23.4％ 73.1％ 

家庭で廃食油が出る 75.7％ 75.2％ 

廃食油から作られた物に抵抗がある 20.1％ 6.7％ 

廃油石けんを使ってみたい  45.6％ 
 

58.0％ 

廃油石けんづくり活動があるのを知っている  30.5％ 
  

66.4％ 

廃油石けんづくり活動があれば参加してみたい  28.9％ 
  

34.5％ 

９割近くの大学生が，廃油が水質汚染につながることを知っているにも関わらず，それがリ

サイクルできることを知っているのは６割弱であり，旭川市で廃油回収が行われているのを知

っているのは２割強しかいませんでした。一方，地域住民の方は，大学生よりも廃油が水質汚

染につながることを知っている者がわずかに少ないにも関わらず，それがリサイクルできるこ

とを知っているのは９割を超え，リサイクルをしている企業や地域団体や旭川市で廃油回収し

ていることを知っている人も７割を超えました。 

廃油石けんに関しても，大学生の認知度は４割を切るのに対し，地域住民の方は８割を超え

ていました。廃油石けんを使ってみたいと思っている人も，大学生は半数に満たなかったので

すが，地域住民の方は６割弱の人が使ってみたいと回答していました。さらに，廃油石けんづ

くりがあるのを知っていたのは，大学生で３割を少し超えるくらいでしたが，地域住民の方は

７割弱の方がご存じでした。しかし，そのような活動がある場合参加してみたいかと尋ねたと

ころ，大学生が３割弱，地域住民の方は３割強となりました。地域住民の方の割合がかなり減

る結果となりました。活動に参加しやすい環境つくりが今後は必要なことが明らかとなりまし

た。 

 さらに，家庭で廃食油が出るとした人に，どのように処分しているか尋ねたところ，以下の

ような結果となりました。 

 廃食油（廃油）の家庭での処理方法 大学生 地域住民 

水道に流す 13.3％ 
 

2.2％ 

市販の凝固剤を使う 5   33.1％ 
 

41.3％ 
 

キッチンペーパーなどでふき取る 64.1％ 55.3％ 

リサイクルに出す 9.4％ 28.5％ 

大学生はキッチンペーパーなどでふき取ることはしていましたが，水道にそのまま流すもの

も１割強おり，地域住民の方との差が大きく開きました。またリサイクルに出すということに

関しても，地域住民が３割弱いるにも関わらず，大学生は１割にも満たないということが明ら

かになりました。 

  

 以上の結果から，環境や廃食油に関する認識度は高いことが言えましたが，それを解決に導く

行動へはなかなかつながっていない実態も見えてきました。同じ地域に住む大学生と地域住民が，

共に環境について考え，行動につながるきっかけとなるような，地域における仕組みづくりの重

要性が示唆されました。 



～このプロジェクトを振り返って～ 
 

「北星エコな石けん」プロジェクトは，「環境マネジメント」という講義を受講した７名の

学生の，環境に優しいくらしをしていくために，身近な範囲でどのような工夫ができるだろ

う？という，本当に小さな課題設定から始まりました。どの家庭からでも出るであろう廃食

油，その油をそのまま排水溝から流してしまえば水質汚濁等の原因になり，一つの役目を終

えたら，それはゴミになってしまうのだろうか？いや，さらに活用できる道があるらしい。

ならば，その活用できる方法を推進していけば，環境にもよい影響を与えていくのではない

かということにつながっていきました。 

まず，北星まちづくり推進協議会の皆さんの協力のもと，大学生や地域住民の方々の環境

や廃食油に関する意識・行動調査を実施しました。高い意識・認識とは相反して，低い実行

度という，アンバランスな実態が明らかになりました。 

そこで，この調査結果に一石を投じたいという思いから，北星地区にお住まいの地域住民

の方と大学生もお世話になっている店舗から廃食油を回収し，ペットボトルを用いて簡単に

できる廃油石けんづくりを，北星まちづくり推進協議会の皆さんと大学生が行いました。先

程まで捨てられるだけであったベタベタした黒っぽい廃食油が，乳白色のドロドロとした液

体になり，型に入れて固まった後乾燥し，実際使ってみると，見事に泡立ち，スポンジに少

しつけてお皿を洗ってもキュッキュッという音がなるくらいになる様は，とても感動的でし

た。 

また今回石けんを入れている袋にも思いを込めております。配付のための袋をどうしよう

かと，デザイナーの小川史朗氏に相談している時，ビニールにラベルを貼ることを真っ先に

考えていた私たちは，折角石けんを廃油から作ったのに，入れ物がビニールでは，皆さんの

思いが完結しないのではないですか？という何気ない投げかけをいただきました。プロジェ

クトメンバーは，大事なことを忘れるところでした。石けんづくりで使用した牛乳パック等

を利用して，紙すきを行いました。ミシンで縫い合わせて，麻紐で入口を閉じております。 

配付できるのは，少量の石けんではありますが，その小さな石けんには，プロジェクトに

関わったメンバーの色々な思いを込められております。この廃油石けん「北星のゆめ」を実

際使いながら，廃食油のこと，環境のこと，未来の私たちのくらしのこと，考えていただく

きっかけになれば幸いです。 

プロジェクトメンバー 

○北星まちづくり推進協議会の皆さん 

○デザイナー 小川 史朗 氏  

○北海道教育大学旭川校 2015 年度「環境マネジメント」受講生 

山口 未紗・安東 茉梨・工藤 優・飯田 メグ・笹山 実聖・佐藤 栄理・片原 顕光  
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