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リサイクルの普及

携帯電話回収

学生へ意識調査

参加者へアンケート

効果的な携帯電話の

回収方法を研究・提案

１.活動の目的
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金属を回収するための携帯電話回収プロジェクト

→背景：深刻な金属不足



２.リーテック株式会社様について

○○会社

事業活動により派生的に生まれた余剰品に関しては、
多くの場合、廃棄品として専門の業者に
費用をかけて処理を委託されている

余剰品の収益化

資源の有効活用

CO2削減

そこでリーテック株式会社様は

様々な電子機器類
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３.各活動報告
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ステージ・エコ活動報告
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ステージ・エコ概要
場 所：東京都文京区区民ひろば（シビックセンター地下2階）
開催日：平成３０年８月１８日（土）午前１０時～午後１３時半
主 催：ステージ・エコ実行委員会

文京区資源環境部リサイクル清掃課

内 容
資源の有効利用の一つであるフリーマーケットを主とした環境イベント

ステージ・エコ活動報告
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目的と達成への取り組み
目的：子供世代を中心に、楽しくリサイクルについて学んでもらい

興味関心を獲得する。

取り組み
1.知識獲得パネルの展示、解説
2.リサイクルに関したクイズ実施
3.携帯電話分解模型の展示

ステージ・エコ活動報告
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パネル・クイズ

ステージ・エコ活動報告
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Q.次のうち紙パックからリサ
イクルされるものは？

１.カップ
2.文房具
3.ティッシュペーパー



当日の様子、取り組みの効果

ブース来場者数 ４０人

ステージ・エコ活動報告
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活動の様子

携帯電話分解模型

分解模型に興味を持つ来場者

ステージ・エコ活動報告
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活動の様子

パネルを見て勉強

勉強した後はクイズに挑戦

ステージ・エコ活動報告
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ステージ・エコを終えて

企画の提案を初めて経験し、立ち上げから遂行までの大変さを学んだ

多くの方が来場しており、環境イベントの関心の高さを実感した

啓発パネルやクイズの作成を経験し、人に伝える難しさや楽しさを
知った

ステージ・エコ活動報告
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来場者が立ち止まることはあっても引き込むことができなかった



あやめ祭活動報告
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あやめ祭概要
場 所：文京学院大学ふじみ野キャンパス（埼玉県ふじみ野市）
開催日：平成３０年１０月２０、２１日 午前１０時～午後１７時
主 催：文京学院大学

内 容
学生主体で行われる学園祭
模擬店や各種イベント実施（トークショー、ビンゴ大会etc）

あやめ祭活動報告
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目的と取り組み
目的：学生とリーテック株式会社様との連携で、大学内でリサイクル

に対する意識向上を図り、携帯電話の回収を行う

取り組み
1.啓発パネルの展示
2.携帯電話分解模型の展示
3.鉱石標本の展示
4.回収ボックス設置

あやめ祭活動報告

16



当日の様子、取り組みの効果

来場人数 ３０人

回収携帯台数 ８台
リサイクルによって得た収益はすべて

公益財団法人WWFジャパンに寄付

あやめ祭活動報告
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ブースの様子

ブース入り口

ブース内全体

あやめ祭活動報告
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ブースの様子

ブース展示物

鉱石標本

あやめ祭活動報告
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回収時の携帯電話処理の様子

あやめ祭活動報告
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あやめ祭を終えて

携帯電話回収活動の現状や背景、課題を考える良い機会だった

大学生の携帯電話リサイクル事情を知ることができた

大学で学んでいる調査スキルを実践し活用することができた

あやめ祭活動報告
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回収台数が少数だった（PR不足、回収法の工夫）



文京エコ・リサイクルフェア
活動報告
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文京エコ・リサイクルフェア概要
場 所：東京都文京区 教育の森公園
開催日：平成３０年１０月２７日 午前１０時～午後１５時
主 催：文京エコ・リサイクルフェア実行委員会

文京区資源環境部リサイクル環境課

内 容
地球環境に配慮した資源循環型社会の構築を目指して、区民団体やNPO
法人と共に様々な楽しいイベントを実施する企画

文京エコ・リサイクルフェア活動報告
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目的と取り組み
目的：子供世代を中心に、楽しく金属やリサイクルについて学んで

もらい、興味関心を獲得する。

取り組み
1.啓発パネルの展示
2.携帯電話分解模型、鉱石標本の展示
3.携帯電話を模した体験用具による携帯電話の中身解説
4.3で学んだ知識定着を狙ったクイズの実施

実験
クイズ

パネル
展示物

金属博士

文京エコ・リサイクルフェア活動報告
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当日の様子、取り組みの効果

ブース来場者数 ２０１人

文京エコ・リサイクルフェア活動報告
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「これで君も金属博士」
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最後に認定書を授与！

携帯電話を模した用具での体験

体験での知識を活かしたクイズ

啓発パネルでの説明

文京エコ・リサイクルフェア活動報告



活動の様子

文京エコ・リサイクルフェア活動報告
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活動の様子

文京エコ・リサイクルフェア活動報告
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携帯電話を模した体験用具

文京エコ・リサイクルフェア活動報告
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文京エコ・リサイクルフェアを終えて

多くの企業や学校がブース出展しており、環境問題啓発の重要性を
知った

実際に体験できる用具があることで、知識の定着を促すことができた

参加者の多くから好評をいただき、活動を成功させる嬉しさを感じた

文京エコ・リサイクルフェア活動報告
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全員に均一した対応を行うことができなかった（知識の差）



今回の企画へ参加してくれた人達の声
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携帯電話に色々な金属が使わ
れていることを初めて知った

クイズが楽しかったし
おもしろかった

携帯電話をなぜリサイクルする
のかを聞けて良かった

今度機会があればリサイクル
してみたいと思った



４．回収方法の提案
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携帯電話回収意識の調査実施
現状：携帯電話契約数は急増する一方、リサイクルの実績は横ばい
目的：回収率の向上やリサイクルの推進にむけての課題、効果的な対策

を見つけ出す
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調査期間

2018年9月～12月

調査対象者

〇文京学院大学人間学部・保健医療技術学部・経営学部・外国語学部

1～4年生：461名（環境系授業を履修している学生）

〇埼玉県立ふじみ野高等学校

1年生：150名（環境系授業を受講していない学生）



調査からみえてきた課題
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１．携帯電話回収の認知度向上PR
２．回収・リサイクルの社会的意義の啓発
３．リサイクルに対するメリットPR
４．回収方法の簡易化

をどのように効果的に実施すればよいのか？



課題を踏まえての回収案
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認知度向上
・各世代へ向けた啓発活動の実施
・告知方法の工夫（SNSの活用、ポスター掲示、チラシ配布）

意義の啓発
・学生などに向けた勉強会の実施
・背景や必要性の伝え方を工夫する

メリットのPR ・金銭的見返り以外の提供
・回収の結果をビジュアル化する

回収の簡易化
・幼稚園（保護者）～大学内に常設の回収ボックスを設置
・定期回収を行う（勉強会、文化祭、ハロウィンetc）



①文京学院大学コミュニケーション社会学科
回収BOXの製作、PR活動、環境教育の
企画・実施、イベントへの参加

②地方銀行
店舗の窓口に回収BOXを設置

③リーテック株式会社
環境教育の企画・実施、イベントへの参加、
回収リサイクル（手解体、破砕、選別、有用
資源回収）

【千葉大学×京葉銀行】を参考とした
携帯回収プロジェクト案
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５．活動を終えて
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学生の変化

成長

開拓

環境問題知識の獲得

文書作成スキルの向上

コミュニケーション能力の向上

企画書、企画案の提案・作成

企業様へ向けた報告会実施

企業の方と意見を言い合えた

企画前

環境問題を詳しく知らない

人前でしゃべるのが苦手

文書スキルを上げたい

企画を立ち上げてみたい

社会人の方とかかわりたい

活動を終えて
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今後の展望

ゼミナール活動 就職活動

・企画運営の経験を活かし、現在
活動しているものの発展を狙う

・やってみたいことに対して、臆
せず挑戦したい

・様々な活動において環境破壊に
注意し、常に配慮を行う

・プレゼンの経験や啓発活動から
得たアピール力を活かす

・長期的な目標を定め、計画的に
進める

・企業選びの軸のひとつとして取
り組んでいるCSRに注目する

活動を終えて
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