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 団体・組織の概要 ※太枠内、必須事項。その他は、該当する項目を記載してください。 

団体/会社名 諏訪湖浄化推進「和限」 

代表者 中村 義幸 担当者 中村 拓実 

所在地 

〒 393-0081 

 長野県諏訪郡下諏訪町社 214-7 

TEL:090－9358－4120     FAX:0266－27－6716  

Ｅ-mail:attys@wave.plala.or.jp 

設立の経緯 
／沿 革 

・Ｈ15 年長野県諏訪建設事務所の協力のもと水草堆肥作りを始める(水草 1.4m3)

・Ｈ16 年水草堆肥(水草 4.4m3)  種堆肥(落ち葉 3.3m3) 

・Ｈ17 年水草堆肥(水草 13.3m3)  種堆肥(落ち葉 2.4m3) 

・Ｈ17 年 12 月 規約制定 

・Ｈ18 年岡谷市長地権現町 3丁目 939-18 へ引っ越し 

・Ｈ18 年水草堆肥(水草 29.8m3)  種堆肥(落ち葉 1.5m3、草 0.8m3) 

・Ｈ19 年水草堆肥(水草 311.6m3)  種堆肥(落ち葉 13.8m3、草 0.8m3) 

・Ｈ20 年水草堆肥(水草 20m3)  種堆肥(落ち葉 17m3)  草堆肥(草 1.6m3) 

団体の目的 
／事業概要 

 

・ 水草堆肥作りによる河川、湖浄化の推進。 
・ 循環型環境農業の構築。 
・ 温室効果ガス削減の推進。 
・ 堆肥による農地、森林の活性化の推進。 
・ 地域学校との環境美化の推進。 

活動・事業実績 
(企業の場合は

環境に関する

実績を記入) 
 

・諏訪湖水草堆肥処理 380.5m3 
・落ち葉種堆肥処理 38m3 
・草堆肥処理 3.2m3 
・地域学校交流花壇づくり 4 校(ラベンダー苗約 1.000 ポット提供) 
・堆肥提供 NPO 八ヶ岳福祉農園 福祉法人この街学園 地域学校 5 校

 個人約 50 軒 イベント配布約 500 袋 
・農産物生産、加工（大豆、大蒜、トマト他） 

ホームページ NPO 法人 八ヶ岳福祉農園のホームページの中に紹介されています。 

設立年月 2005 年 12 月   ＊認証年月日（法人団体のみ）  年  月  日 

資本金/基本財産 
（企業・財団）                円 

活動事業費／

売上高（H17）
円 

スタッフ／職員数      5 名 （内 専従     名） 
組 織 

個人会員    名 法人会員    名 その他会員（賛助会員等）    名 
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提 言  

政策のテーマ 水草堆肥作りによる循環型環境社会の構築        

 
■政策の分野 

・循環型社会の構築 

・自然環境の保全                       

■政策の手段 

・予算、資金措置 

・地域活性化と雇用 

 

■キーワード 河川.湖.浄化 農地.森林.再生 温室効果ガス 環境教育 障害者雇用 

 

① 政策の目的 

・水草の堆肥化による河川、湖の富栄養を農地、森林へ返す循環型環境社会の構築。 

・水草のメタン、焼却による温室効果ガス削減を堆肥づくりで行う。 

・堆肥利用による農地、森林再生と安全な食料生産によるしょうがい者雇用。 

・学生さんとのコラボによる環境美化と温室効果ガス削減活動。 

② 背景および現状の問題点 

・現在長野県の協力で、堆肥づくりの場所を確保しているが、和限独自の場所の確保を行ってい

かねばならない、代替地などを県と一緒に考えていますが、行政全体での協力をお願いしたい。

・今活動資金は、助成金、支援金、会員借り入れで行われているが、このままでは、活動の広が

りが制限される、活動に対するカーボンオフセットによる支援など考えていただければ幸いです

・活動の形として、企業、NPO、福祉工場など次の活動として考えていきたい。 

③ 政策の概要 

・諏訪湖の水草を堆肥に変えることにより、諏訪湖の富栄養を減らし、メタン菌分解での温室効

果ガスを削減し、間引きを行うことで、湖に光を入れ自己浄化を進め、農地、森林に堆肥を入れ

ることで、土づくり、森林再生を進め、農地，自然界からの富栄養を減らし、河川浄化、湖浄化

を進め諏訪湖浄化の推進を進めます。 

・地域学校とラベンダーを中心とした花壇づくりを行うことで、ラベンダーのポプリ、エッセン

シャレルオイルづくりによる炭素保全を行い、環境教育を行います。 

・地域行政、県との協力による有機物（草、食物残渣他）利用による堆肥、飼料づくりの研究、

実施活動を行います。 

・以上の活動を進める事ので、堆肥利用での農産物づくり、森林再生を、しょうがい者を始めと

した今仕事を必要とした方の雇用づくりを行います。 

団体名：諏訪湖浄化推進「和限」 

 
担当者名：中村 拓実（中村 義幸） 
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④ 政策の実施方法と全体の仕組み（必要に応じてフローチャートを用いてください） 

・水草堆肥づくり（長野県、市町村、漁業組合他） 

7月  8月  9月  10月  11月  12月  1月  2月  3月  4月  5月  6月 

|～ 水草堆肥づくり ～|～  水草堆肥寝かし、切り返し  ～｜～ 2年堆肥づくり ～利用 

 

・種堆肥づくり（落ち葉堆肥） 

10月  11月  12月  1月  2月  3月  4月  5月  6月  7月 

 

|～  種堆肥づくり  ～|～   種堆肥寝かし、切り返し   ～|～ 水草堆肥利用 ～ 

 

・地域学校との花壇づくり 

5月  6月  7月  8月  9月  10月  11月  12月 

|～花壇づくり～|～    花壇づくり協力    ～ 

 

・堆肥利用、作物生産 

4月  5月  6月  7月  8月  9月  10月  11月  12月  1月 

|～       作物づくり      ～|～    加工品づくり    ～ 

 

・草堆肥、飼料づくり（実験、研究をとうしての実施） 

4月（諏訪市協力による） 

|～ 行政協力による堆肥づくり、飼料づくりの協力をとうして、雇用づくりを考えていきます。～ 

⑤ 政策の実施主体（提携・協力主体があればお書きください） 

・実施主体  

諏訪湖浄化推進「和限」 

 

・協力主体 

長野県 

諏訪市、下諏訪町 

諏訪漁業組合 

NPO法人 八ヶ岳福祉農園 

福祉法人 この街学園 

地域学校 

諏訪養護学校 
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⑥ 政策の実施により期待される効果（具体的にお書きください） 

・温室効果ガス削減（諏訪湖は沼に近い湖で、メタン菌分解によるメタンガスが発生している）

〈仮定〉 1m³1/4空量とする  水草は90%水分とする  水分を除く固形物の炭素分を70%とする

  全炭素量の61%が発酵に消費される  堆肥の分解により炭酸ガスが発生される 

《水草の固形物量》 380m³×0.75=285t×0.1=28.5t  《炭素量》 28.5×0.7=約20t 《発酵

で消費される炭素量》 20t×0.61=約12t 《嫌気性発酵によるメタン量》 12t×16(メタン分子

量)÷12(炭素の原子量)=16t(メタンの温室効果をCO²に換算)16t×21=336t          

《好気性発酵によるCO²量》 12t×44(CO²の分子量)÷12(炭素の原子量)=44t 

《焼却によるCO²量》 20t×44(CO²の分子量)÷12(炭素の原子量)=約73t 

《好気性発酵による温暖化防止効果》336t÷44t=約7.6倍となり、堆肥化で温暖化防止となる。

336t－44t=292t(堆肥化でCO²が削減できたと思われる)              

    73t－44t=29t(焼却に比べCO²が 削減できたと思われる) 

・ラベンダーによる炭素保全（茎、花のポプリ、オイル抽出、飼料などの利用による) 

昨年植え付け苗603ｇ  今年の苗9ｇ  生物構成物質の炭素量17.5%   苗1.000本 

1年での成長 603－9=594ｇ(茎,花の重量は全重量の1/2 と仮定)297ｇ÷100=約3ｇ×17.5=52.5 

52.5ｇ×700(3割が枯れたと仮定)=36750ｇ  36.75㎏の炭素の保全ができると思われる。 

・亜酸化窒素削減 (１tあたり) 

化学肥料からの排出(畑より)23㎏ －化学肥料を除く肥料からの排出(野菜)12.1㎏=10.9㎏ 

10.9×310(CO²に換算)=3379㎏ 堆肥利用により約3.4t削減できると思われる。 

化学肥料生産時の亜酸化窒素削減もでき化学肥料削減に繋がります。 

 

⑦ その他・特記事項 

・今年度諏訪市との共同活動として、草、水草、堆肥処理を計画されています。 

・食物残渣処理として、飼料化の実験を今年度、行政、和限で行いたいと考えています。 

・現在の金融危機から始まった世界的な不況の中、派遣、非常勤、の雇用の問題もありますが、今一

番厳しい雇用をしょうがい者が抱えています。しょうがい者雇用と派遣、非常勤者の雇用としての仕

事づくりをこの活動の中で考えていきたいと思います。 

（担当者中村拓実は、代表者の息子で重度の自閉症ですが、今まで一緒に活動してきました。これか

らも活動をしていきます） 

 

・国内、海外において、水草などの繁茂を始めとした、湖、河川の富栄養が問題になっています。 

まず間引きを始めとした水中への光を入れ、光合成を始めとした植生での水中浄化を進め、農地、自

然界からの富栄養(化学肥料、土の流出)を減らす。  里湖づくりを推進します。 

・今日本国内の食料自給率は、40%を切りましたが、飼料、肥料、仮想水など目に見えない食料自給

率負担があります。 その中で、2.320tもの食料が処分されています。 今金融危機を始めとした不

況の中、環境、食料、エネルギーの問題が隠れています。 まず食料残渣の飼料化(塩分を含んだ物)

草など有機物の堆肥化、加工残渣の資材化が、考えられます。 その上での(遺伝子組み換えを始め

とした間接摂取を止める)安全で安心の食料生産が求められています。 私たちの先人が、何世代も

繋いできた循環型社会の形成が求められています。 これこそ国策としての行う必要があります。 

(塩分は、雨などにより流されます。植物に対しては微量であれば、ミネラルとして吸収しますが, 

数十年単位でみたときは、塩分が蓄積し浸透圧により植物を枯らせます。ナイル川はダムにより水の

流れが止まり、流れ出ていた塩分を吸収した植物が枯れる砂漠化が進みました) 

  

私たちは以上の活動とうして環境、食料を始めとした。未来の子供とのコラボによる環境活動の協力

を進めたいと思います 

 

長野県環境審議会委員 

NPO法人 八ヶ岳福祉農園 副理事長 

 



 

 団体・組織の概要 ※太枠内、必須事項。その他は、該当する項目を記載してください。 

団体/会社名 環境技術サポートＪＡＰＡＮ（環境技術者のネットワーク） 

代表者 代表 下平利和 担当者 同 左 

所在地 

〒394－0005 

長野県岡谷市山下町２－１６－２７ 

 TEL: 0266－22－7245  FAX: 0266－22－7245   携帯 080－1124－7446  

Ｅ-mail:toshimo@po23.lcv.ne.jp 

設立の経緯 
／沿 革 

環境問題でお困りになっている現場の声に真摯に耳を傾け、 
問題解決に向け、英知を結集！ 

当団体は、1978 年頃より今日まで、環境問題に係る多くの現場を回ってきた。

現場の声に真摯に耳を傾け、現場でお困りになっていることに対しては、できる

だけお応えしようと努めてきた。従来の技術では先方のご期待にお応えできない

難問については、自身に与えられた課題として、独自に、解決に向け研究開発に

取り組んできた。当団体がこれまでに行ってきた環境技術（空気浄化、水処理、

廃棄物処理）の研究開発等の概要を下段、活動実績に示す。 

団体の目的 
／事業概要 

 

〔目的と活動概要〕1)当団体は、地球生態系の保全と循環型社会の構築に寄与す

ることを目的とし、身近な地域から地球規模まで、環境問題解決のための技術的

相談、研究・開発を行う知識と経験が豊富な環境技術者のネットワークです。 

2)非営利の民間組織(環境技術者ネットワーク) であり、ボランティア（自発・無

償・利他の精神）で活動しています。3)得意としている環境技術は、空気浄化（調

和）、水処理、廃棄物処理、省エネ・省資源、自然エネルギー（太陽光・水力・風

力・バイオマス）活用の分野です。 

シンク・グローバリー・アクト・ローカリー  信州発世界へ エコ･新技術を発信！！

活動・事業実績 
(企業の場合は

環境に関する

実績を記入) 
 

○1996 年～ 研究開発：生ごみや下水汚泥などバイオマス廃棄物の堆肥化、固体

燃料化（減量化）技術、｢循環空気調和型堆肥化（発酵）施設｣の開発（特許出願

平 10-247708）、廃棄物対策及びエネルギー・資源化対策 

○2000 年～ 研究開発：発生汚泥の削減、省エネルギーなど環境保全型、低コス

ト・高効率の水処理技術｢バイオ方式（無薬注・無曝気）水処理システム｣の開発

（特許出願 2007-139709）水環境健全化対策 

○2005 年～ 研究開発：バイオ方式固体燃料化技術（Ｂ.ＲＤＦ技術）の研究開発、

及び次世代廃棄物処理システムの提唱〔（財）長野県科学振興会 H20 年度助成活動〕

○2005 年 技術提案：長野県に｢下水汚泥の削減と有効活用について｣提案（地球

温暖化防止に取り組む長野県民の会、県民参加の政策づくり推進事業） 

○2005 年 技術提案：長野県に｢農業用ビニールシートのリサイクルについて｣、

｢間伐材の有効活用について｣提案（地球温暖化防止に取り組む長野県民の会等）

○2007 年 著書出版：｢自然の叡智・生態系に学ぶ次世代環境技術｣、地球温暖化・

空気汚染・水危機・廃棄物処理などの地球環境問題解決に貢献することとバイオ･

エコなどの新たなビジネス創出の技術的視点を提示することを目的に、ほおずき

書籍㈱より出版（著者；当団体代表 下平利和）他多数の研究開発及び技術提案

ホームページ  

設立年月 年   月   ＊認証年月日（法人団体のみ）  年  月  日 

資本金/基本財産 
（企業・財団）                円 

活動事業費／

売上高（H17）
円 

組 織 
スタッフ／職員数    １０  名 （内 専従     名） 

個人会員    名 法人会員    名 その他会員（賛助会員等）    名 



 

提 言  

政策のテーマ  バイオマスタウン構想の推進、及び次世代廃棄物処理システムの構築  

 
■政策の分野 

・①循環型社会の構築、⑩環境パートナーシップ 

・⑨持続可能な地域づくり、②地球温暖化の防止                       

■政策の手段 

・②制度整備および改正、⑥調査研究、技術開発、技術革新、 

・⑨組織・活動、⑩人材育成・交流、⑪地域活性化と雇用 

 

■キーワード バイオマスタ

ウン 

廃棄物処理シス

テム 

バイオマス変換

技術 

固形燃料化 石炭代替燃料 

 

① 政策の目的（背景および現状の問題点を踏まえて） 

本提言の目的は、廃棄物の焼却や埋立の処分は行わず、全てエネルギー・資源化することを前提

にした環境にやさしい廃棄物処理システムの構築を目指し、Ⅰ焼却や埋立等の現状における廃棄物

処理の問題を解決（環境への負荷低減、埋立地の逼迫対策）、Ⅱ地球温暖化対策（廃棄物処理に伴

う温室効果ガスの発生抑制）、Ⅲ資源循環型社会の構築（廃棄物からエネルギー・資源を回収・再

生）、Ⅳバイオマスタウン構想の推進（地域資源有効活用）、の社会的要求に応えることにある。 

今般、（財）長野県科学振興会の助成を受け｢バイオ方式固体燃料化技術（Ｂ．ＲＤＦ技術）の研

究及び次世代廃棄物処理システムの提唱｣のテーマで研究活動を行い、上記Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳを検証

し、当該技術が有効であることを確認することができた。従来のバイオマス変換技術（炭化、造流

乾燥、油温減圧乾燥、ＲＤＦなど）に比べてエコ・低コスト・高効率で優れる。今回の提言は、こ

の研究活動の結果を基に、バイオマス廃棄物の資源化事業を視野に入れたものである。 
② 政策の概要 

1.バイオマスタウン構想（地域資源有効活用）の推進 

(1)バイオマスタウン構想の研究（現状の把握、課題、解決策） 

ＮＰＯ、国・県・市町村の担当者、地域住民、学識者などと協同で研究会を開催し、現状の把握、

課題、解決策を研究・提案する。 

（例）現状の把握：バイオマス利活用率ワースト３は生ごみ、下水汚泥（有機分を焼却）、木質。

課題と解決策：エコ・低コスト・高効率のバイオマス資源化技術、資源化物の需要と供給、

法・制度整備、協働・支援体制、既設（農集など）施設有効活用、地域活性化と雇用創出 他

(2) 適な技術（例：バイオ方式固体燃料化技術）によるバイオマス廃棄物の資源化事業の検討 

(3) 適な技術によるバイオマス廃棄物の資源化モデル事業の実施 

【バイオ方式固体燃料化技術（Ｂ．ＲＤＦ技術）とは】（長野県科学振興会助成活動 H20 で発表）

全廃棄物の中で下水汚泥や生ごみなどのバイオマス廃棄物は、含水率が高いうえ、夾雑物が多く、

有害物の含有が懸念されることから、焼却、埋め立て、ごみ発電、コンポスト化、飼料化、メタン

発酵（発酵残渣が多量に発生し残渣の処分に課題）、ＲＤＦ(従来の固体燃料化)など、従来の処分

方法は適切でない。このため、廃棄物の焼却や埋め立ての処分は行わず、全てエネルギー・資源化

することを前提にした次世代廃棄物処理システムの構築を考えた場合、この も厄介な下水汚泥や

生ごみなどのバイオマス廃棄物の処理技術を新たに創出することが必要となる。このような観点か

ら考案されたのがバイオ方式固体燃料化技術（Ｂ.ＲＤＦ技術）〔筆者考案･命名〕である。バイオ

方式固体燃料化技術は、化石燃料等を使わずに発酵熱と太陽熱を利用し、微生物による発酵で生ご

みや下水汚泥などのバイオマス廃棄物を固体燃料化するものであり、 新のバイオ技術や空調技術

を用いて、微生物の反応に適した環境条件を設定して効率の高い発酵を高速で行い、環境にやさし

い良質の燃料を提供する技術である。従来の固形燃料化技術（炭化、造流乾燥、油温減圧乾燥、Ｒ

ＤＦなど）に比べ、エコ・低コスト・高効率で優れる。バイオ方式固体燃料化技術（Ｂ．ＲＤＦ技

術）の概要及び製造（生ごみと下水汚泥を高速発酵）した固体燃料を以下に示す。 

団体名：環境技術サポートＪＡＰＡＮ 

 
担当者名：下平利和 



 

木屑,おが屑（林産廃棄物）など 
              もみがら、米ぬか（農産廃棄物）     調整素材 
                         太陽熱 

                 発酵熱回収      

 

 

バ イ オ マ ス 廃 棄 物   固体燃料    

          
製品 生ごみ、下水汚泥など                           

（バイオ方式固体燃料化施設）    （必要に応じ） 

     図１ バイオ方式固体燃料化技術（Ｂ．ＲＤＦ技術）の概要 

 

   バイオマス廃棄物          固  体  燃  料  化   

 発酵前            発酵後          ペレット化 

         
〔生ごみ〕 

          
〔下水汚泥：脱水ケーキ〕 

2.次世代廃棄物処理システムの構築 

(1)廃棄物処理の研究（現状の把握、課題、解決策） 

ＮＰＯ、国・県・市町村の担当者、地域住民、学識者などと協同で研究会を開催し、廃棄物処理

に係る現状の把握、課題、解決策を研究・提案する。 

（例）現状の把握：全廃棄物の中で下水汚泥や生ごみなどのバイオマス廃棄物は、含水率が高いう

え、夾雑物が多く、有害物の含有が懸念されることから、現在有効な処理方法がないため、やむを

得ず焼却処分を行っている（下水汚泥は焼却後無機分を建設資材）。したがって現在の廃棄物の分

別方法は、焼却処分を行うこと前提として、｢燃えるごみ｣と｢燃えないごみ｣である。 

(2)次世代廃棄物処理システムを提案 

（例）｢次世代廃棄物処理システム｣（長野県科学振興会助成活動H20で発表）：この処理システム

の 大の特徴は、前述のＢ．ＲＤＦ技術を取り入れたことと、｢腐敗するごみ（バイオマス廃棄物

）｣と｢腐敗しないごみ｣の分別を始めとした廃棄物処理の基本である分別を徹底し、焼却や埋め立

ての処分は行わず、全てエネルギー・資源化することを前提にしたことにある。第１に発生抑制（

リデュース）、第２に再利用（リユース）、第３に再生利用（リサイクル）を徹底し、廃棄される

不要物の量を極力抑え、やむを得ず廃棄された不要物は、できる限りエネルギー・再資源化しよう

と試みたシステムである。このシステムによって、ごみ発電・熱回収、ＲＤＦ化、コンポスト化、

飼料化、バイオマスプラスチック化、メタン発酵、エタノール発酵、ガス化（熱分解）、炭化など

の従来の処理方法の問題点が解決し、それぞれが活性化し、他の処理方法と連動することによりシ

ステム全体の廃棄物処理機能が効果的に働き、多くの種類の廃棄物に対して、前述①政策の目的の

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳを総合的に考慮した廃棄物処理を行うことが可能となる。 

混合 前発酵 後発酵  乾燥 

   
排熱 

 
二次 

発酵 

 ペ レ

ッ ト

化 



 

③ 政策の実施方法と全体の仕組み（必要に応じてフローチャートを用いてください） 

 バイオ方式固体燃料化（Ｂ．ＲＤＦ）技術によるバイオマス廃棄物の資源化モデル事業の実施  

家庭、事業場 
  発 酵 施 設 

（混合・発酵・乾燥）

バイオマス廃棄物 （既存の堆肥場を改良） 
（生ごみ、下水汚泥、木質） 

      ＊発酵条件を切り替え：固体燃料製造の場合は高速発酵でＣ/Ｎ比は大きく（発熱量

15ＭＪ/ｋｇ以上）、堆肥製造の場合は発酵期間を長くしてＣ/Ｎ比は小さく。 

④ 政策の実施主体（提携・協力主体）があればお書きください 

実施主体 ＮＰＯ信州松本のアルプスの風、市町村・長野県（提案中） 

協力主体 山梨大学地域共同開発研究センター、財団法人長野県テクノ財団、地球温暖化防止に

取り組む長野県民の会、県民参加の政策づくり推進事業、信州豊かな環境づくり県民

会議、長野県地球温暖化防止活動推進センター、農業協同組合、堆肥製造事業場 他

⑤ 政策の実施により期待される効果（詳細は長野県科学振興会助成研究報告書 H20 を参照） 

Ｂ．ＲＤＦ技術によるバイオマス廃棄物の資源化モデル事業により、以下の効果が期待できる。

1) Ｂ．ＲＤＦ技術でバイオマスタウン構想（地域資源有効活用）の推進を図ることができる。 

バイオマス利活用率ワースト３（生ごみ、下水汚泥、木質）のエネルギー・資源化により、焼却、

埋立処分の廃棄物を減量し、再生可能なエネルギーを創出（固体燃料を生産）することができる。

2)Ｂ．ＲＤＦ技術は地球温暖化抑制の効果がある。 

バイオマス廃棄物はカーボンニュートラルの特性から、燃焼しても二酸化炭素の排出量はカウン

トされない。その上でバイオマス廃棄物から代替燃料として再生された正味のエネルギー分は地球

温暖化の抑制効果がある。Ｂ．ＲＤＦ技術は従来の技術と異なり、主として自然エネルギーを使用

し、固体燃料を生産するのに必要なエネルギーは少ない割に生産された固体燃料のエネルギーは大

きい特徴があり、再生可能な正味のエネルギー量が多い。 

3)Ｂ．ＲＤＦ技術は環境への負荷低減の効果がある。 

Ｂ．ＲＤＦ技術は、現在行っている焼却や埋め立ての処理に比べて環境への負荷の も少ないコ

ンポスト化(微生物による発酵・乾燥)により固体燃料化するものであり、有害物質や臭気物質の発

生を抑制する効果がある。また、Ｂ．ＲＤＦ技術は化石燃料等を使わずに発酵熱と太陽熱などの自

然エネルギーを利用し、微生物による発酵により固体燃料化するものであり、重油等の化石燃料を

使って強制的に炭化や乾燥をする従来の固形燃料化技術に比べて環境にやさしい。 

4)Ｂ．ＲＤＦ技術によるバイオマス廃棄物の固体燃料化は経済的な効果が高い。 

 バイオマス廃棄物の処理料金と有価の固体燃料の生産で利潤が大きい。また、Ｂ．ＲＤＦ技術は

短い発酵期間（高速発酵・乾燥）で固体燃料化するので、堆肥に比べ生産性が高い。その上、Ｂ．

ＲＤＦ技術による固体燃料化と堆肥化は発酵条件を変えるだけで同じ施設で生産することができ、

どちらを生産するか、製品としての需要に応じて切り換えることができる。特に堆肥は、農業への

利用に季節変動や過剰施肥の抑制などがあり、安定した需要先確保が困難であるため、この点は、

堆肥化・固体燃料化の両方の事業の経営を行う場合有利である。また、従来のバイオマス変換技術

（固形燃料化、炭化、メタン発酵、ガス化など）に比べ設備費、運転費が安価である。 

5)新技術による新たな産業創出で地域の活性化と雇用の促進を図ることができる。また、官民一体

で行うバイオマス廃棄物の資源化モデル事業を通して、廃棄物対策、環境への負荷低減、地球温暖

化対策、再生エネルギー創出(地域資源有効活用)について研鑽・関心を深めることができる。 

⑥ その他・特記事項 

全廃棄物の中でも生ごみや下水汚泥はエネルギー・資源化することが技術的に も困難とされて

いる（良品質は除く）。この も厄介な生ごみと下水汚泥は人間が生きている限り必ず、定常的に

排出される、量・質ともに安定的に供給される有効なバイオマス資源でもある。生ごみと下水汚泥

のエネルギー・資源化技術を確立しない限りは、持続可能な循環型社会とはいえない。この も厄

介なバイオマス廃棄物を石炭等の代替エネルギーにする、エコ・低コスト・高効率の技術がＢ．Ｒ

ＤＦ技術である。この技術を導入することにより、バイオマスタウン構想の推進を図り、従来の技

術による廃棄物処理の問題点の多くが解決し次世代廃棄物処理システムの構築が可能となる。   

製品 固体燃料

製品 堆肥 

 

石炭代替燃料（火力発電他） 

農業ビニールハウス暖房用

有機肥料（循環型・環境保全型農業）
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 団体・組織の概要 ※太枠内、必須事項。その他は、該当する項目を記載してください。 

団体/会社名 特定非営利活動法人生ごみリサイクル全国ネットワーク 

代表者 伊達 昇 担当者 福渡 和子 

所在地 

〒104 –0033 東京都中央区新川２－６－１６ 

  

TEL: 03－3483－3761   FAX: 03―3483－3761  

Ｅ-mail： nkf@able.ocn.ne.jp 

設立の経緯 
／沿 革 

90 年 02 月：世田谷区消費者講座 卒業生有志で「リサイクル型社会をめざす世田谷区民の

会」（以下「区民の会」）を設立。地元成城地域でビン・缶・紙・布・トレー等のリサイク

ル活動を始め、拠点回収システムを構築するとともに、生ごみのリサイクルに取り組む。

92 年 08 月：「区民の会」が事務局となり首都圏の女性たちが核となる「生ごみリサイクル

ネットワーク」を組織し、生ごみリサイクルの普及啓発活動を始める。 
98 年 04 月：「生ごみリサイクルネットワーク」が核となり学識者や全国の生ごみリサイク

ルに関心をもつ市民、事業者等に呼びかけ、情報交換・情報共有の場をつくるため「生ご

みリサイクル全国ネットワーク」を設立。 
03 年 2 月：NPO 法人として認証を受ける 

団体の目的 
／事業概要 

 

□ 生態系の中の生食連鎖と腐食連鎖についての基礎知識を普及し、国民が生態系

循環の中に在る微生物(分解者)の存在を認識することから自然への理解を深め

他の生物と共生するためのヒト(消費者)としての節度と責任を感得し、自然と

人間が共生する社会の実現を具体化する契機をつくる。 
□ 生態系循環に則って、生物系廃棄物を安全で健康な作物の生産と土壌修復、エ

ネルギーの生産等に利活用し、人々の健康づくりと持続可能な地域生態系づく

りを進め、持続可能な資源循環型の社会経済制度の実現と低炭素社会の構築を

図り、以って持続可能な地球生態系をつくるため以下の事業を行う。 
① 生ごみリサイクル推進のため、科学的で効率的な生ごみの収集システム・

堆肥化技術及びそのシステム構築の研究と試行 
② 生ごみなど生物系廃棄物の分解に係る土壌微生物への国民の理解を深める

ため情報交換・共有の“場”つくり、出前講座の実施、普及啓発冊子・ビ

デオの制作と配布など 
③ 飼料化・堆肥化・エネルギー化など生物系廃棄物利活用技術の調査研究 

活動・事業実績 
(企業の場合は

環境に関する

実績を記入) 
 

□ 情報交換・共有の“場”として、全国交流大会（11 回）やフォーラム、研究会

の開催。生ごみリサイクルに関するビデオ 3 本を制作し、希望自治体・団体に

頒布 
□ 国会への要望・請願の提出 

平成 10 年、「生ごみなど未利用有機物の有効活用を進め、国民全てが健康な農

作物入手を可能とする農業への転換」を求める請願を提出。採択され生ごみな

ど未利用有機物利活用推進が閣議決定され、「環境三法」、「食品リサイクル法

」などに反映された。 
□ ８自治体と共に“生ごみカラットシステム”の開発と試行事業の実施と検証を

行い、所沢市、長野県波田町、逗子市、名古屋市、東京都北区などですでに活

用されている。 
ホームページ  http://wwwｗ6.ocn.ne.jp/~namagomi/ 

設立年月 1996 年   4 月   ＊認証年月日（法人団体のみ）  2003 年  2 月  日 

資本金/基本財産 
（企業・財団）        0円 

活動事業費／

売上高（H17）
6,487,243円 

スタッフ／職員数        14 名 （内 専従     1 名） 
組 織 

個人会員 534 名 法人会員 147 名 その他会員（賛助会員等）   0 名 
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提 言  

政策のテーマ 家庭系食品廃棄物（生ごみ）の減量と資源化を進める         

 
■政策の分野 

・循環型社会の構築 ・地球温暖化の防止               

■ 政策の手段 

・制度整備及び改正 ・人材育成と交流 

 

■キーワード 通気式生ごみ 

保管システム 

減量と資源化 衛生的な取扱い 身近な温暖化対

策・CO2低減 

生態系の保全に

繋がる地域の活

性化 

 

① 政策の目的 

 国民全てが生態系循環に在る生食連鎖と腐食連鎖および土壌微生物についての基礎知識を持

ち、生ごみを科学的衛生的に扱う実践を通して賢い消費者となり「生ごみはミネラル豊富な健

康な農作物を入手し土壌を保全するための大切な資源だから活用するのは当たり前」という国

民的コンセンサスを醸成すると共に、ごみ処理においても生態系循環に則り、CO2を削減し、

低炭素社会実現に向けて努力しなければならないという意識を自治体担当者が自覚するよう

誘導する 

② 背景および現状の問題点 

□ 国民生活上、生ごみを可燃ごみとする生活習慣の中から「生態系の中に在る人間の存在」へ

の認識は育まれない。その結果、国民の自然への理解は皮相的なものとなり「自然と人間が

共生する社会」が想像できず、その実現、具体化は困難となる 

□ わが国では家庭生ごみの97％以上を可燃ごみとして焼却している。生ごみ焼却は公衆衛生上

の施策として奨められてきたが、生ごみやその他雑多なものを混焼する現在のごみ処理手法

は、生成する多様な有害物質除去のため、巨大な化学プラントを建設し、日々膨大な化学物

質を使い、多大な財政的負担を払うことを余儀なくされている 

□ 含水率の高い生ごみを焼却炉の中で「燃やすもの」にするため、炉の中のエネルギーを多く

消費し、助燃材を使い、CO2を大量に出している。 

地球温暖化の影響が世界各地で顕在化し、低炭素社会実現にむけての努力が各分野でなされ

ている現在、ごみ処理の分野においても資源を大切に活用し、処理システムを3R化し、効率

的で環境負荷の少ない方法を模索研究し、無駄な財政出費を削減し、CO2の削減に努めなけ

ればならないが、何でも焼却できる便利な化学プラントを持つ自治体担当者のほとんどは現

状是認で危機意識もなく改善しなければという認識を持ち合わせていない 

□ 生ごみ分解に係る土壌微生物についての基礎知識の普及が十分でないため、多くの市民は生

ごみを不適切に取扱い、結果生ごみを臭くし、不衛生なものとして焼却に出している。また

自家処理を試みる市民も科学的な基礎知識を持ち合わせていないため、特別な微生物資材の

使用を奨められたり、ハウツウの方法論だけで取り組むため失敗が多く、継続して取り組む

市民は趣味の範疇に止まり、普及努力の割には定着率が低い 

③ 政策の概要 

□ リサイクルの進まない分散排出型有機資源（家庭の生ごみなど）も食品リサイクル法の対象

とする。資源化率の達成目標を10％からスタートし、徐々に資源化率を上げていく 

① 国および自治体の積極的対応を促す方向での法改正および生ごみなど未利用有機資源の

減量・リサイクルに取り組まなければならないよう誘導する施策の策定と実施 

 

② 生ごみなど未利用有機資源の減量とリサイクル普及活動を実践するNPO法人など民間の

努力への支援、助成施策の強化 

 

団体名：NPO 法人生ごみリサイクル全国ネットワーク

 
担当者名：福渡 和子 
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④政策の実施方法と全体の仕組み（必要に応じてフローチャートを用いてください） 

 

国と市町村自治体・住民が一体となり大きな社会変革をめざす 

 

 

   社会変革を可能とする原動力は“生態系循環に在るヒトとしての節度と責任” 

     を自治体担当者および地域住民が自覚することから生まれる 

 

■ 国は食品リサイクル法の一部改正など、早急に制度を整備し、情報交換・情報共有の場をつ

くり良い自治体事例等を顕彰する 

① 食品リサイクル法の一部改正。家庭系食品廃棄物も食品リサイクル法の対象とする 

資源化率の達成目標を10％からスタートし、徐々に資源化率を上げていく 

 

② 市町村自治体が環境負荷の少ない社会経済的にも効率的でかつ科学的根拠に基づいた 

ごみ処理システムを構築しなければならないような誘導施策を策定 

・環境負荷の少ない社会経済的にも効率的合理的な施設整備に対し補助金を出す 

・既設設備に対しても、ＣＯ2削減・熱活用等に取り組むよう目標を設定し、その目標に

達しない自治体は公表など罰則を科す 

毎年、全国の地方自治体における家庭生ごみリサイクル進捗状況を把握し公表する 

 

③ ガイドラインに全面ごみ処理費用の有料化を入れ、資源物の品目に家庭系食品廃棄物を

加えるよう指導。ごみ処理においても自治体は低炭素社会実現のための努力を官民協働

で行うよう、自治体に条例の制定を促す 

  

④ リサイクル事業を推進するための予算を確保する 

⑤ 生ごみなどバイオマス資源に係る専門技術者の養成 

⑥ 情報交換・情報共有の場をつくり、ＰＦＩ方式も含め良い自治体事例を顕彰する 

⑦ 自治体・住民の意識啓発のため、ＮＰＯ法人等による啓発活動を支援する 

 

■ 市町村自治体はごみ処理と地域振興、農業振興、土木事業などを統括する組織横断的な部署

  をつくり、所属する担当者を専従として安易に異動させない 

① 地域に賦存するバイオマスの調査とその資源化計画をつくる 

② 環境負荷の少ない合理的経済的なごみ処理システム構築を市民と共に策定する 

③ ①と②を統合し、地産地消の農産物生産方式を構築し、地域の活性化を図る 

④ 生産した堆肥は、その品質に応じて土壌改良材、路盤材等に優先的に活用するよう誘導

⑤ ごみ処理部門にバイオマス資源利活用専従者を置く 

  

■ 住民は生態系循環の中の生食連鎖と腐食連鎖についての基礎知識を学び、生ごみを科学的・

衛生的に取扱い、排出後の生ごみを取り扱いやすくすることに協力。また、そのことがエネ

ルギーを削減し、ＣＯ2削減の一助となることを学ぶ 

 

小学校の理科及び家庭科を統合するカリキュラムの中に、生態系の概要－主に生食連鎖と腐

食連鎖―を学ぶ項目を導入し、環境教育の基礎づくりをする 

 

 

 

⑤政策の実施主体（提携・協力主体があればお書きください） 
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⑥政策の実施により期待される効果（具体的にお書きください） 

 

１）生ごみ分解に係る微生物についての基礎知識を持って、生ごみを科学的に衛生的に取り扱う

日々の実践の中で、生態系循環が自然そのものであるとの認識を深め、生態系循環の中で他

の生物と共生するための“ヒト”としての節度と責任を感得したとき、「自然と人間が共生

する社会」像は具体的なものとなり活動の方向性は自ずと定まるので変革は当たり前のこと

として住民に受容される 

 

２）それぞれの地域における循環型生態系・循環型社会の構築は、地域コミュニティを活性化す

るだけでなく、地球温暖化の防止につながる 

 

３）生態系循環に則った科学的で持続可能な環境保全型農業の拡がりによって、生活環境は改善

され安心して食することができるミネラル豊富な健康な農作物を国民すべてが入手できる

ようになる 

 

４） 生態系循環に則った科学的なごみ処理手法の導入は当たり前のこと（常識）となる 

 

５） 生ごみを可燃ごみとする場合も、微生物の基礎知識を持って衛生的な取扱いをして排出する

ことは、省エネルギーとなりＣＯ2排出を削減し、温暖化対策の一助となる 

 

６） 生ごみを衛生的に取り扱うことにより、ごみ出しの日もカラスやネズミは来なくなり、公衆

衛生上からも生活環境の向上が期待される 

 

７） 人間が生まれた時から死ぬまで共存する微生物についての知識を常識として持つことは、商

業主義から身を守るだけでなく、クオリティの高いライフスタイルを維持するための一助と

なる 

 

 

 

⑦その他特記事項 

平成 12 年から農林水産省中庭に電動式生ごみ処理機（50kg）を設置。食堂から出る生ごみを

一次処理し、植木剪定枝とともに堆肥化。農水省敷地内植栽に施肥。また試行成果品の栽培実

験と品質の検討を行う。この事業は 12 年度環境事業団地球環境基金の助成で実施。 
この試行事業を契機に人事院，厚生労働省、参議院（一部）、宮内庁、国土交通省、国立国会図

書館財務省、内閣府、法務省、防衛庁、総務省、経済産業省、衆議院、外務省等での食堂の生

ごみのリサイクルが順次実施されている。 
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 団体・組織の概要 ※太枠内、必須事項。その他は、該当する項目を記載してください。 

団体/会社名 特定非営利活動法人 環境創造研究機構 

代表者 花嶋 正孝 担当者 古賀 啓子 

所在地 
〒816-0852  

福岡県春日市一の谷一丁目 161 番地の 2 

TEL:092-725-9300  FAX:092-725-9300  Ｅ-mail: npoeco@npo-eco.org 

設立の経緯 
／沿 革 

高度に経済化された社会において、持続可能な発展を継続するためには、循環型

社会の形成が必要である。循環型の社会において、自然・社会環境を保全し、人が

健康に生活するためには、経済・社会活動に伴い排出される廃棄物を有効に資源化

し、または処理・処分・保管することが重要であります。廃棄物の安全で有効な処

理施設を建設し、適正に管理していくことが、循環型社会の具体化を支える基本で

ある。また、開発途上国においては未だ廃棄物のオーブンダンピングが行われ、さ

らに投棄された廃棄物から発生するメタンガスは温室効果ガスとして地球温暖化の

一因となっている。こうした背景を踏まえ、国内外の住民から信頼される環境に安

全な廃棄物処理施設やリサイクル施設の建設および適正管理のための技術支援、情

報提供ならびに普及啓発活動を行うことにより健全な循環型社会の実現に寄与しよ

うとするものである。 

団体の目的 
／事業概要 

 

（目的）(1)環境の保全を図る活動 
(2)国際協力の活動 
(3)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は

援助の活動 
（事業）(1)特定非営利活動に係る事業  

① 廃棄物の適正なリサイクル、処理処分の普及啓発に係る事業 

② 廃棄物の適正なリサイクル、処理処分の研究に係る事業 

③ 廃棄物の適正なリサイクル、処理処分に関する国際交流に係る事業

④ 廃棄物の適正なリサイクル、処理処分を行う団体への助言又は援助の

活動に係る事業 

(2) 収益事業  

①廃棄物のリサイクル、処理処分に関する調査、計画、設計等受託事業

活動・事業実績 
(企業の場合は

環境に関する

実績を記入) 
 

 環境技術者の人材育成事業：平成 16 年より、北九州市と共同で運営している『九

州環境技術創造道場』において、定期的に環境技術の研修会を開催し、技術者の人

材育成に貢献することを目的として実施している。 

技術指導：産業廃棄物処理施設やリサイクル施設に対して施工や維持管理に関する

コンサルティングを行なっている。 

国際協力：（財）福岡県国際交流センターの協働海外人材育成事業として、海外から

廃棄物関連の社会人技術者を受け入れ、その指導にもあたっている。 

普及啓発事業：環境技術を広く理解していただく為に、情報提供や資料作成、住民

への説明等の普及啓発活動にも取り組んでいる。 

ホームページ http//www.npo-eco.org 

設立年月   平成１５年５月   ＊認証年月日（法人団体のみ）平成 15 年 5 月  日 

資本金/基本財産 
（企業・財団） 

     1,445,719 円(H20.3

月決算) 

活動事業費

／売上高（H

17） 

   10,210,165 円(H20.3月決算)  

  11,713,992 円(H19.3月決算) 

  10,250,615 円(H18.3月決算) 

スタッフ／職員数      理事 13 名, 監査 2 名, 事務局 1 名 （内 専従 1 名） 
組 織 個 人 会 員  36 

名 法人会員  5  名 その他会員（賛助会員等）    名 
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提 言  

政策のテーマ 最終処分場からの資源採掘と保管機能庫化        

 
■政策の分野 

・環境問題改善 

・                       

■政策の手段 

・廃棄物処理法の改正 

・安全・安心な資源回収と保管方法の開発 

 

■キーワード 資源 資源保管 最終処分場   

 

① 政策の目的 

現行廃棄物処理法では、一度最終処分場に処分された廃棄物を取り出すことは禁止されているが

、最終処分場から廃棄物を資源として取り出せるようにすることにより、最終処分場を資源保管

庫場所としての役割を与える目的や、今まで処分されていた未利用資源をリサイクルすることに

よって、新たな循環型社会の形成を築くことを目的としている。 

② 背景および現状の問題点 

【背景及び問題点】 

資源に乏しいわが国は世界中から資源を輸入し加工し、製品を輸出する加工貿易により立国し

ている。その量は経済高度成長期の1970年代から推算しても約20億トンと推定される。一方で最

終処分場不足は深刻な状況となりつつあり、企業の生産活動に支障を来すことも懸念されている

。また、全国的に最終処分場の残存年数・残余容量の数値が低い。よって、現在埋め立てられて

いる再資源可能な廃棄物を、再び資源として循環させる仕組みが最終処分場の延命化には必要で

ある。 

日本の最終処分場が抱える問題として、残余年数や残余容量が限界に近づいている処分場が多

くある。しかし、新しい処分場を作るのには莫大なコストがかかり、新しい処分場を作れるとし

ても、地域住民の反対や周辺地域の環境悪化の懸念が想定され、新たな処分場建設は厳しい。 

よって、これらの問題を解決すべく打開策が必要となっている。 

 

【その他の問題点】 

○ 処分場には再利用可能な資源が豊富にあるにも関わらず、取り出せない。 

○ 処分場から取り出した廃棄物を管理する仕組みがない。 

○ 廃棄物を資源化した場合の保管庫がない。(その為に処分場を資源の一時保管庫にする) 

○ 資源を掘り起こした後、需要がない場合の対策。(資源を保管する広大な土地) 

○ 現在処分場に処分されている廃棄物及び再資源可能な廃棄物(廃プラスチックなど)の中には、

処分場の環境を悪化させるものが多く埋め立てられていること。 

※現状として、処分場運営に悪影響を及ぼす廃棄物が多く埋め立てられている。 

団体名：特定非営利活動法人環境創造研究機構

 
担当者名：坂本晋太朗 



 55

 
③ 政策の概要 

本政策は、上記の「背景や現状の問題点」で記述した問題を解決するために実施するものであ

る。 

過去に埋立処分された資源残査は、現在の選別技術、資源枯渇を巡る社会情勢から資源としての

活用が可能である。またこれらの未利用資源を活用することにより、最終処分場に新たな空間を

創出することが可能となる。そして、空いたスペースを現在の基準に合わせて修復利用し最終処

分場不足を解消することに繋がる。 

さらに、廃棄物処理法を改正することによって、最終処分場を資源保管庫として活用することを

目的としている。 

この政策を実施することにより、以下のような効果が生まれる。処分場に新たな役割を創出する

ことが可能となる。 

 

・資源採掘：過去に使用、廃棄した資源残渣からの資源回収 

・資源保管：市況変動に対応し、流通調整を行う。 

・処分場不足の解消：資源採掘後の空間利用 

・古い処分場整備による地域環境保全：浸出水やガス対策設備を整備する。 

・新しいビジネス創出と雇用の確保 

 

【この政策を実行する場合に想定される問題】 

○廃棄物処理法 

現行の廃棄物処理法では、一度、産業廃棄物処分場に処分された廃棄物を掘り起こし、資源と

して持ち出すことができない。このため廃棄物処理法の規制緩和もしくは改正が必要である。

○処分場を掘り起こす場合の環境問題 

掘削時に想定されるメタンガス噴出やアスベスト等有害物飛散による労働環境および周辺環

境の保全技術の開発が必要となる。 

○住民合意 

 堀り起こし作業の安全性、地域環境の保全効果等について地域住民の理解を求める必要がある

。 

④ 政策の実施方法と全体の仕組み（必要に応じてフローチャートを用いてください） 

選別 

掘り起こし

廃棄物発生

中間処理 

最終処分場

資源化 

無害化処理

状況に応じて

保管 

売却＋処分場の延命化 

■
現

行

の

行

程

□
提

案

す

る

新

た 

な 

行 

程 
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⑤ 政策の実施主体（提携・協力主体があればお書きください） 
特定非営利活動法人 環境創造研究機構 

福岡大学大学院工学研究科資源循環・環境工学専攻 樋口壯太郎教授 今田長英教授  

福岡大学経済学部産業経済学科 ベンチャー起業論コーディネーター 阿比留正弘教授 

福岡大学ベンチャー起業論 理系研究室営業プロジェクト 

「仕組みの説明」 
灰色の部分は、現在の処分場に廃棄物が埋め立てられるまでの仕組みです。白色の

部分は今回提案する新たな仕組みとなります。 
現在の仕組みでは、廃棄物が発生してから中間処理施設に運ばれて、資源化可能な

ものは「選別」・「破砕」・「洗浄」されて資源化されます。そして、処分場に洗浄後の

残渣を埋め立てる仕組みとなっています。 
我々が提案する政策は、まず、埋立られた再利用可能な資源を最終処分場から掘り

起こします。次に、掘り起こした廃棄物を「選別」・「洗浄」を行い、無害化(再資源化)
を行います。無害化出来た資源は、市況が良い場合は市場で売却し、逆に市況が悪い

場合は処分場を資源の保管所庫として活用するシステムです。市況に応じて資源を循

環させ、新たな循環型社会の形成づくりを目的としています。
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⑥ 政策の実施により期待される効果（具体的にお書きください） 

○有価物の有効利用 

我が国は今まで多くの廃棄物を埋立てており、見方を変えれば二次資源大国とも言える。 

その最終処分場に埋め立てられている廃棄物は、現在の先進技術を駆使することで莫大な二次資

源を確保することができる。世界的に資源枯渇という事を考えれば、多くの可能性を秘めていることが

わかる。 

 

○最終処分場の延命効果 

最終処分場を新たに作る為には地域住民の反対や費用が大幅にかかり大変困難になっている。 

しかし、従来の処分場をリニューアルし、現在の技術を用い、従来処分場に埋めていた資源を循

環させる事でその容量を有効的に利用でき、延命効果が見込める。 

 

○資源の保管 
国際資源市場は市況変動が大きく、市況の良い時にはプラスチックや鉄は積極的に資源活用されるが、現

在のように市況が低迷すると廃棄物として最終処分されることが多い。このためリニューアルした最終処

分場を資源化物の保管庫として利用し、資源の流通調整を行うことにより、循環型社会に貢献することも

可能となる。 

 

○新しいビジネス創出と雇用の確保 

例）【埋立処分された廃棄物の廃プラスチックを最近の10年を元に出した延命効果及び収益】 

環境省のデータより10年間で産業廃棄物は約4億トン以上も最終処分されている。 

その中で約2700万トンが廃プラスチックで占めておりその容量は約2億7千万㎥に値する。 

平成17年度の最終処分量残余容量が約1億3千万㎥で全国平均が約15年のため、埋立処分された廃

プラスチックを10年分利用する事で全国平均が30年も延命化を行う事が可能となる。 

 

経済高度成長期の1970年代から推算しても約20億トンと推定されるこの廃棄物を現在の技術を

利用し、減らす事ができれば日本国内での廃棄物を用いた循環型社会も形成できるだろう。 
また、資源回収物としては産業廃棄物最終処分場からはプラスチックス、金属類（アルミ、鉄等）、下水

道汚泥からのリン回収等が考えられる。一般廃棄物最終処分場からは金属類（アルミ、鉄等）のほか焼却

残さからカリウムを回収することが可能であり、この事業を行うことで大幅な市場形成、雇用確保も見込

めるほか、この事業実施により、調査技術、資源化物抽出技術等研究開発分野における効果も大きいと思

われる。 

⑦ その他・特記事項 

 

 



 

 団体・組織の概要 ※太枠内、必須事項。その他は、該当する項目を記載してください。 

団体/会社名 特定非営利活動法人 環境生物工学研究所 

代表者 原口義信 担当者 原口義信 

所在地 

〒   359-1145 

 埼玉県所沢市山口２８４０－３ 

TEL:  04－2922－6860   FAX:04－2922－6860  

Ｅ-mail:kankyouseibutsu@msn.com 

設立の経緯 
／沿 革 

多様性生物の力を社会に周知する為に、環境問題に関連する Bio の特性を生かし

た機器の開発に取組んだ、また開発した製品を地域活性の一環になればと、地域

のコミニューケーションと普及啓発活動、そして寄付行為を目的に設立した。 

団体の目的 
／事業概要 

 

この法人は、人間一人一人に対して環境等に対する責任と認識を持たせ、現在大

きな社会問題になっている環境汚染を生物工学的に処理することにより、人間や

動物若しくは生物等生態的な共存を目指すものである。 

事業概要 

①生物工学を利用し、過疎化した地域の活動を図る事業を行う。 

②発展途上国における技術の指導、又は研究開発を援助する事業 

③生態系の保全を目指し、環境汚染場の修復改善を図る事業 

④自然を見直す一環として、生活環境問題における養護施設や恒例諸施設を農村

地域に設け自給自足の施設を建設する。 

⑤炭酸ガスの削減、又は酸欠防止の為に、海藻類の種を近海に播き、減退の一途

をたどる魚介類の保全を図る事業 

活動・事業実績 
(企業の場合は

環境に関する

実績を記入) 
 

ごみステーションが変わる。 
家庭用の生ゴミを処理するために、ごみステーションに生ゴミ処理機を設

置することで様々な費用対効果が見込める。 
・ 生ゴミを収集する運搬車が現在、週/2 回を 1/2 に削減できる。 

 (生ゴミがあるから週２階の収集が必要である。) 
・ 収集車を 1/2 に削減することで排出ガスの抑制と人件費の削減に繋がる

・ 地域住民は、収集時間を気にする事無く、また旅行や出張時に排出でき

ない生ゴミをいつでも何時でも生ゴミを投入することが出来る。 
 

 
 
 
 
 
 
おばあちゃんでも簡単に利用できます。 

ホームページ http://www.npo.lsnet.ne.jp/kankyouseibutsu/ 

設立年月 2001 年  7 月   ＊認証年月日（法人団体のみ） 2001 年 10 月 27 日 

資本金/基本財産 
（企業・財団）                円 

活動事業費／

売上高（H17）
円 

組 織 
スタッフ／職員数    10    名 （内 専従  2   名） 

個人会員 200  名 法人会員  12  名 その他会員（賛助会員等） 11   名 



 

提 言  

政策のテーマ ごみステーションが変わる『実践活動』         

 
■政策の分野 

・持続可能な地域づくり 

・                       

■政策の手段 

・施設等整備 

・ 

 

■キーワード ごみステーシ

ョン 

生ゴミを設置 レンタル 市民参加型 焼却から脱却 

 

① 政策の目的 

地域のごみステーションに生ゴミ処理機を設置し、周辺の清掃当番から持続可能な環境問題を通

じた地域づくりが見込まれる。 

ごみステーションは、２０～５０件/ヶ所と人口に応じたステーションの数も多く財政面を勘案

すると購入(リース)と異なったレンタルと言う方法を採用することで財政負担がなく現在、収集

から焼却に掛かる費用がｔ/40,000円とした費用の転用で充分に政策目標を達成することが出来

る。 

 

② 背景および現状の問題点 

一般家庭の生ゴミ購入にあたっては、費用負担から普及に程遠く、結果が得られず削減効果には

至らず焼却方法で対応しているのが実情である。 

近年バイオマースと言った複合の生ゴミをメタンガスから発電へと取組まれているが、Bioの性

状から嗜好から目的のメタンが得られず目標を達成するには問題が多い、また複合生ゴミの種類

の状況に応じてガスの種類が異なり純粋なメタンガスを得ることは難しく、処理されない残渣処

理が今後問題になるものと考える。 

③ 政策の概要 

家庭用の生ゴミを削減するために分別や生ゴミ処理機の購入者への補助金を助成した様々な取

組が行われているが解決方法に至っていない。 

 

家庭用の生ゴミがごみステーションで処理されることで、今まで混ざっていた新聞や包装用ビニ

ール系と言った分別がより分別しやすく作業効率が見込める。 

 

東京都では分別作業を中止し焼却方法で処理すると言った政策の見直しが考えられているのが

現状で、どの自治体も家庭用の生ゴミ処理に懸命であるが、今回レンタルの生ゴミ処理機をごみ

ステーションに設置すると言った提案を行っているが、各方面から問い合わせをいただき現在、

実証実験を行っている。 

団体名：特定非営利活動法人  
環境生物工学研究所 

担当者名：原口義信 



 

④ 政策の実施方法と全体の仕組み（必要に応じてフローチャートを用いてください） 

           

ごみステーションのレンタルに至る経緯 

  

 

 

 

 

                                 契約の範囲 

                                 ・メンテナンス 

                                 ・耐久年数後の新規製作 

                                 ・運搬、設置 

                

 

 

                                 レンタルとは 

      ・精密板金行                     ・装置に関わる全ての費用

      ・上下水道業者                     負担を含む。 

      ・電気事業者 

      ・メンテナンス 

このごみステーションに生ゴミ処理機を設置する費用負担は 

メーカーの範囲。 

・ 運搬設置及び制作費 

・ 毎月のメンテナンス費 

・ 掛かる消耗品及び人件費 

・ 装置延命後の新規制作費及び取替え費 

・ 装置の延命後の引き取り処分費 

 

⑤ 政策の実施主体（提携・協力主体があればお書きください） 

地域密着型が安心に繋がり、また地域の活性化にも貢献できるため、掛かる事業に参加を呼びかけ新

規会社を立ち上げ、ゴミステーションに生ゴミを設置するための製造からメンテナンスを含めたレン

タル事業会社の立上が重要と考える。 

 

実証例 

九州福岡に記載した方法で本年2月新規会社を立ち上げた。 

 

⑥ 政策の実施により期待される効果（具体的にお書きください） 

生ゴミ処理機のレンタルをする場合、地方自治体のメリット 

・初期投資がいらない。 

・収集運搬、週2回が1/2に削減可能である。 

・人件費の削減と車両削減や車両管理費の削減が見込める。 

・ 終処分場の延期が見込める。 

・焼却施設の延命が見込める。 

・費用負担の削減が見込め、その余剰金を各地区に地域還元策として援助を行いイベント事業と

して地域に役立て貰う。 

・生ゴミ排出量に呈して炭酸ガス排出係数から算出し炭酸ガス排出権取引が見込める。 

・各家庭に蓋付のバケツを提供し台所に据え付けて頂き、残渣をバケツに入れ、生ゴミ処理機に

 投入するだけで、分別が出来る。 

 

 

 

地 方 自 治

レンタル 

契 約 
提案書 

NPO 

地域メーカー立上及び協力会社の参加 

発 注 



 

⑦ その他・特記事項 

実践活動事例 

『各家庭に蓋付のバケツを提供し台所に据え付け、生ゴミ専用のバケツとして利用し生ゴミ処理機に

投入するだけ』 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域の住民説明会を開催し実際に使用して頂くためにモニター設置を開始(2007年7月)し普及に向け

た調査を行っている。 

(群馬県富岡市環境政策課協力) 

 

その他の活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福岡県市立小学校       一般家庭の厨房室      日量500～750kg処理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   環境教育の風景         福岡県内2市         神奈川県内2ヶ所 

ごみステーション設置に向けた実証実験を目的にモニターを提供し検証と費用対効果を比較検討し

て頂いている。 
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 団体・組織の概要 ※太枠内、必須事項。その他は、該当する項目を記載してください。 

団体/会社名 日本古紙リサイクル研究会 

代表者  町田 正三 担当者  町田 正三 

所在地 

〒１０１    -００４１ 

 東京都千代田区神田須田町１－３日本大昭和板紙ビル８階 

TEL:０３－５２０９－０３１７     FAX:０３－５２０９－０３１８  

設立の経緯 
／沿 革 

過去において製紙会社又は紙加工会社、紙販売会社に定年まで勤務して得た貴

重な経験を社会のためにお役に立てる事を目指して、平成１５年に８名の会員で

会を結成し現在に至っております。 

団体の目的 
／事業概要 

過去の経験を活かして、主に古紙回収に関しての調査、古紙回収法改善につい

ての推進活動を行なっております。 

活動・事業実績 
(企業の場合は

環境に関する

実績を記入) 
 

１． 平成１６年に経済産業省の委託事業として、戸田市役所のご後援を

得て「事業所から排出される雑紙（ザツガミ）古紙の効率的な回収

・利用システム実証研究」を実施し、報告書を経済産業省に提出し

ました。 
２． 平成１７年から１８年にかけて「白い紙ひもを使用した古紙回収の

事態調査」を実施し報告書に纏めました。この調査により、古紙回

収の際の古紙の結束梱包には、ポリひも使用や紙袋使用に比べて「

白い紙ひも」を使用した方が最も環境に優しく、合理的であるとの

確信を得ました 
３． 平成１８年~１９年荒川区の青鳩婦人会さん及と平成１９年以降埼

玉県戸田市役所環境クリーン推進室さんと共に「白い紙ひもで結束

した古紙の回収を戸田市で推進中です。特に平成２０年から２１年

にかけて戸田市の実証テストをフォロー中です。 
４． 平成２０年に古紙の偽装配合問題が発生し、環境省の特定調達品目

に関する２度のパブリックコメント募集に応募し、上質系古紙の古

紙回収システムの不備を指摘し、上質系古紙回収を主とした古紙の

品種別リサイクルシステムの構築が必要との御提案を致しました。

ホームページ  

設立年月 平成１５年  １月   ＊認証年月日（法人団体のみ）  年  月  日 

資本金/基本財産 
（企業・財団）               円 

活動事業費／

売上高（H19）
円 

スタッフ／職員数        ８名 （内 専従     ０名） 
組 織 

個人会員   ８名 法人会員     その他会員（賛助会員等）    
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提 言  

政策のテーマ 上真の古紙リサイクルシステムの構築について                      

    
■政策の分野 

・資源を繰り返し活かす循環社会への転換 

・                       

■政策の手段 

・「真の古紙リサイクルシステム構築についての考え方と普及活動」 

■キーワード 古紙リサイクル 古紙回収 古紙再生 古紙偽装問題  

 

① 政策の目的 

現状の古紙リサイクルの問題点を考える中で今後のあり方を模索、提言しその実現を図る。 

② 背景および現状の問題点 

昨年古紙偽装問題が世間を騒がせた。その結果古紙再生を担う製紙会社のりサイクルに対する信用

の低下を招くと共に活動の今後にも影響を及ぼしていると考える.その内容を検証し今後の対応を提言

する。 

 

１.偽装問題の背景 

 

製紙業にとって原料の安定確保は産業継続の基本であり、そのために長い間変わらぬ努力が傾注さ

れ、その結果針葉樹中心から広葉樹、更にチップ化による廃材の活用など対象を広げ、最近では古紙

ガ原料の６０％を超えるに至ったのである、このような背景のもとに、古紙の紙への再生が進められ、古紙

活用によって生れるゴミの減少、と温暖化対策としての環境改善効果が、大きくと取り上げられるようにな

ったのである。 

当初は、この２つの効用は古紙の資源化の結果としての社会的貢献として認識されるに留まっていた

が、環境問題の高まりと共に、リサイクルの目的としてとりあげられてきた。それが更に‘環境のためには先

ず古紙活用’と言う考えにより、紙の原料として古紙使用を義務ずける規制がおこなわれるようにまでなっ

たのである。 

この様な経過を考える時、古紙配合率の偽装は、古紙が不足しているなかで、品質，価格とも上の木

材パルプを使うのに製紙業界がさほど罪悪感を感じなかったことは容易に想像されるが、一方環境のた

めにリサイクルに参加した側からみれば、裏切られたと言う思いを持つことも理解できる。 

両者の思いのギャップが表面化したのが今回の事件といえよう。 

 

２.現在直面している課題 

  

 リサイクルへの参加目的、動機、制度 システムなど異なっているところがある以上、前記のごときギャッ

プは他にも存在する。例をあげれば回収率が高い中での古紙不足、ゴミの減少と品質維持、入札制度と

古紙の流れなどがあげられる。このことは古紙のリサイクルについて個々の問題だけでなく全体としてどう

捉えどうあるべきかを論ずる必要があるということを示していると考える。 

製紙業について云えば、古紙ガ原料の６０％以上を占め、その古紙がリサイクルと言う形で還流してくるこ

とは、単に古紙を原料としての購入対象と見るだけでなくそのもつ社会的意義を含めて捉える必要がある

ということであり、一方社会は、ゴミ問題の解消やＣО２問題への対応は製紙業の自己循環型リサイクル

に依存していると言うことを認識するなかでリサイクルのあり方を論ずることが求められるということである。

この様な観点から、古紙リサイクル政策につき考えを述べる。 

団体名：日本古紙リサイクル研究会 

担当者名：町田 正三 
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③ 政策の概要 

 

1. リサイクルの目的を、資源の確保、環境の改善、ゴミの減少の３つに定めること 

この３つの目的は、製紙業は資源の確保 紙の消費者は環境の改善、行政はゴミの減少と大別できる

がそれぞれが自己目的のみを追求し行動するとそこに摩擦が起こり、かえって全体での成果を落とすこと

になる。言い換えればこの３つの条件を満足させたリサイクルがでなければならないということである。 

実際にゴミ処理を担当している人との話では、焼却炉延命のためのゴミ減への切実性を聞かされること

が多い。その限りでは何の問題もないが、それだけかなえられればということだと、環境、資源の有効活

用につながらないことにもなりかねない。このことは古紙活用の３つの目的を同時に取り組むことがリサイ

クルの趣旨から重要なことであることを示している。 

 

2. リサイクルに参加する団体、人の役割をはっきりとし徹底すること 

環境問題ということからすれば、紙は日常品であり国民的課題であるともいえる。回収―再生―販売―

消費―回収の循環各部門での役割を明らかにしてその徹底を図ることが求められる。 

リサイクルは一般的に廃棄物の処理責任を誰が持つかと言うことがはっきりしているが、古紙の場合定か

でない．例えば新聞を例に取ると新聞社が自主回収しているところとしてないところがある。そのような中

で自分の扱う製品に古紙を使うことを義務づけるのは如何なものか。問題のはがきについて考えると先ず

回収ありきから始まり古紙使用に入るのが妥当と言うべきだろう。もし回収方法を開発しその後に古紙使

用のはがきを売り出せば、年賀はがきは殆ど焼却されていることを考えると環境への貢献は大きいものが

あると共にリサイクルのよき見本として評価されたであろう。 

 

3. リサイクルの工程における環境負荷の軽減に配慮すること 

最近環境負荷の観点からリサイクル無用論が注目を浴びている。このことはリサイクルの工程において

いかにエネルギーを節減するかということでありリサイクルに参加する全てに求められていることである。

具体的にはインクの品質（脱墨され易さ）、分別のあり方、梱包、回収のあり方再生上のエネルギー効率

など多くの問題が考えられ常に改善への努力と相互の連帯協力が求められていることである。 

 

4. 製紙産業は、循環型産業との認識に立ち、循環の中核であるとの立場から対応すると共に参加する

人団体も共慟者という姿勢で対応しその推進に取り組むこと 

製造業は一般的に自己完結型産業である。即ち原料購入に始まり製造、販売で産業活動は終わる。

しかし古紙が原料の６０％を超える現在では、紙を販売した瞬間、紙の種をまいたと考えてしかるべきと思

う。従ってその後どう云う経過を経て自分たちの処へ戻ってくるのか関心を払い、そのための行為を理解

し再生に当たって好ましい状態で来るよう働きかけることが必要だと思う。即ち今までのように原料をお金

で買うところから始まるのではないということである。（この点が偽装問題の原因にも関連する） 

 

5. リサイクルの評価は量と質の両面からおこなうこと 

量とは回収率と利用率をさし、質とは品質と環境負荷をさす。 

 従来古紙リサイクルの評価は主として、回収率、と利用率で論じられ数値目標が掲げられてきたが、リサ

イクルの目的を、先に示した資源の確保、ゴミ減、環境とすれば、その全体を通じての最適状況について

は、その内容も問題にすべきであろう。品質の良否はコストにも環境にも大きな影響を及ぼす。又、環境

負荷は、環境改善が目的にある以上リサイクルの過程によって生ずる負荷を最小限に抑えるよう努力す

ることは当然であろう。 

このことは製紙業の今後の方向を考えると分りやすい.古紙回収率を安易に上げ様と思えば、できるだ

け分別を楽にして機械で処理する方向が考えられる。しかしその結果エネルギーロスは増大する。又分

別された古紙の処理、原料として運ばれてきたムダ、品質劣化によっておきる不良品の発生等を考えると

、企業の効率だけでなく環境面からもどちらを選ぶべきかは明らかである。 
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6. 古紙リサイクルは全国民が参加する幅広い活動である。問題は常に起きる。原因の追求とともに、何

をすべきかに力点をおき問題によっては全体で対応すること 

  

偽装問題における対応は製紙会社が謝ることで終始し、どうあるべきかの議論が沸いてこない。そこか

らなにを学び今後にどう生かすかが重要である。 

 最近まで古紙不足であった。今は古紙余りである。このような時、問題を当事者にゆだねるのではなくリ

サイクルという観点から、どう考えるか全体的な問題として対応することが求められる。それには日頃から

連帯感を持つよう努めることが必要である。 

④ 政策の実施方法と全体の仕組み（必要に応じてフローチャートを用いてください） 

 

１.古紙リサイクルを、一つの製造工程と考え循環型工程の特長を生かし、紙に再生と言う目的に向っ

てなにをなすべきかを各パート別に明らかにする。即ち、古紙パルプ－紙－販売－加工－消費者－

回収－加工－古紙に携わる人・団体を明らかにしてリサイクルの為に何をするかを明記する． 

２.各自治体毎のやり方を公表しそのコンクールをするのも良い。又子供たちのテーマ作文コンクール

､家庭に於ける親子で語る古紙回収、運動会での紙ひも早縛り競争、かえる(紙に返る)のクイズ 

等々楽しい企画はいくらでもある。 

３.製紙業界は、落ちた信用を回復しリサイクルの中核としての存在感を示さなければならない。その

ために従業員にリサイクル教育をし、率先して取り組むと共に集会などで説明役をかってでる。 

⑤ 政策の実施主体（提携・協力主体があればお書きください） 

 

行政が主体になることが必要であるが経済産業省、環境省、にまたがる問題であり全体を総合的な

見地から調整、判断する必要があるので、そのような組織を作るか、法人格をもった団体に目的を明

確にして、委嘱することも考えられる。 

尚、その場合古紙リサイクルシステム検討協議会(仮称)などを設け検討すると共に、問題が発生し

たらそこで受け止め対応することも場合によっては必要と思う。 

⑥ 政策の実施により期待される効果（具体的にお書きください） 

 

１.古紙リサイクルの目的を明確にすることにより、目的の違いによる摩擦の発生が防げ協力体制

が組みやすくなる． 

 

２.リサイクルをシステムとして捉えることにより自己完結的考えにもとずく行動が抑止でき、全

体の連帯感が醸成され、成果の向上が期待できる。 

 

３.工夫、改善、参加、連帯の気風を社会に浸透させることにより社会全体の活性化が図れる。 

 

⑦ その他・特記事項（まとめ） 

古紙リサイクルはいまだ問題が多くこれからの世界である。しかし既に産業の中に組み込まれた全国

民参加の活動であり工夫改善の宝庫でもある。参加している人それぞれが如何にあるべきかを考え実

践すれば循環型社会形成の素晴らしいモデルができるであろう。 

それこそ日本人が忘れかけた協同の精神の発露の場であり世界をリードできる夢の舞台ともいえる。 

 

 



 127

 団体・組織の概要 ※太枠内、必須事項。その他は、該当する項目を記載してください。 

団体/会社名 日本古紙リサイクル研究会 

代表者 町田 正三 担当者  福田 格 

所在地 

〒１０１－００４１ 

 東京都千代田区神田須田町１－３ 日本大昭和板紙８階 

TEL:０３－５２０９－０３１７  FAX:０３－５２０９－０３１８  

Ｅ-mail: S.machida@keb.biglobe.ne.jp    - 

設立の経緯 
／沿 革 

過去において製紙会社又は紙加工会社、紙販売会社に定年まで勤務して得た貴

重な経験を社会のためにお役に立てることを目指して、平成１５年１月に８名の

会員で会を結成し現在に至っております。 

団体の目的 
／事業概要 

 

過去の経験を活かして、主に古紙回収に関しての調査、古紙回収法の改善につい

ての啓蒙、推進活動を行っています。 

活動・事業実績 
(企業の場合は

環境に関する

実績を記入) 
 

１． 平成１６年に経済産業省の委託事業として、戸田市役所のご後援を

得て「事業所から排出される雑紙（ザツガミ）古紙の効率的な回収

・利用システム実証研究」を実施し、報告書を経済産業省に提出し

ました。 
２． 平成１７年から１８年にかけて「白い紙ひもを使用した古紙回収の

事態調査」を実施し報告書に纏めました。この調査により、古紙回

収の際に使用する古紙の結束梱包用には、ポリひも使用や紙袋使用

に比べて白い紙ひもを使用した方が最も環境に優しく、合理的であ

るとの確信を得ました 
３． 平成１８年~１９年荒川区の青鳩婦人会さん及と平成１９年以降埼

玉県戸田市役所環境クリーン推進室さんと共に「白い紙ひもで結束

した古紙の回収を戸田市で推進中です。特に平成２０年から２１年

にかけて戸田市の実証テストをフォロー中です」。 
４． 平成２０年に古紙の偽装配合問題が発生し、環境省の特定調達品目

に関する２度のパブリックコメント募集に応募し、上質系古紙の古

紙回収システムの不備を指摘し、上質系古紙回収を主とした古紙の

品種別リサイクルシステムの構築が必要との御提案を致しました。

ホームページ  

設立年月 １５年   １月   ＊認証年月日（法人団体のみ）  年  月  日 

資本金/基本財産 
（企業・財団）                円 

活動事業費／

売上高（H19）
円 

スタッフ／職員数        ８名 （内 専従     名） 
組 織 

個人会員   ８名 法人会員    名 その他会員（賛助会員等）    名 
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提 言  

政策のテーマ 上質古紙の回収を主とした『古紙の品種別リサイクルシステムの構築』   

 
■政策の分野 

・資源を繰り返し活かす循環社会への転換                       

■政策の手段 

・ ・現在古紙の分別回収項目に上質系古紙の項目がなく上質系古紙は他の新聞系古紙や雑誌古紙やその

他のザツガミとして回収されている、従来の新聞古紙、雑誌古紙の内容を改善し分別項目に上質 古紙を

設け、分別項目を上質系古紙、新聞系古紙、板紙系のその他のザツガミ系古紙に改善する。 

■キーワード 上質系古紙 新聞系古紙 品種別回収 古紙リサイクル  

 

① 政策の目的 

現在古紙の分別回収項目に上質系古紙の項目がなく、上質系古紙は他の新聞系古紙や板紙系のその他のザツ

ガミとして回収されておりその改善対策として、分別項目に上質系古紙を設け分別項目に上質系古紙、新聞系古

紙、板紙系のその他のザツガミ系古紙を新設し（段ボール古紙、牛乳パック古紙は従来の通り変更なし）、各系の

古紙毎にリサイクルを行うシステムを構築したい。これにより紙の再生によるリサイクルは最も環境保全に適した合理

的なものに出来ると考えている。 

② 背景および現状の問題点 

現在の古紙の回収法は、長い歴史の中で「ムダの排除、ゴミの活用を基に」自然発生的に成立したもの

である。最近ではゴミを減らしたいとの自治体等からの要請もあって、先ず回収のし易さから、新聞古紙

に上質系のチラシ古紙も一緒に出す、上質系古紙が主体の雑誌古紙に板紙系古紙のザツガミ古紙を一

緒に出す、等が実施され、雑誌古紙が上質系古紙ではなくなっている。また個人情報保護の重視により

、オフィス古紙、文書類古紙、ハガキ古紙などはシュレダーで処理され燃えるゴミになるか板紙原料にな

っている。古紙配合率偽装問題も上質系古紙が集まらなかった事が根底にあると考える。従って早急に

上質系古紙の回収法を確立し、正規の循環リサイクルに改善する必要がある。 

③ 政策の概要 

回収古紙の分別分類基準の新設 

 紙の黄ばみ褐色化原因物質であるリグニンは化学パルプでは除去され、真っ白な上質紙には含有さ

れていない。上質紙を循環リサイクルするには、古紙の分別時に分類するのが最も容易である。上質

紙をリサイクルして再生する上でもっとも環境保護に合致し合理的に行なうには、リグニン非含有の上

質系古紙の配合により再生する事である。同様に新聞用紙や中質紙は、嵩や裏抜け防止上リグニン

を元々含んだパルプを使用しており、新聞古紙で再生するのが最も合理的である、その他のザツガミ

系古紙もリグニン含有で板紙の中芯用紙に配合するのが最適である。従って下記の分別項目に改善

し新規基準に変更し、品種別に夫々リサイクルするのが最適だと考える。 

１． 上質系古紙（リグニン非含有古紙）：「上質紙主体の チラシ、雑誌、書籍・文書、カタログ・コピー用

紙・情報用紙などの古紙、その他白色度６５％以上の高白色度の古紙類」但し印刷時に難脱墨性のイ

ンキ（ＵＶインキなど）などの使用品はその他のザツガミ古紙に回収する 

２． 新聞系古紙（リグニン含有古紙）：「新聞古紙、中質紙主体の 週刊誌、月刊誌、漫画等の古紙、そ

の他更紙古紙」但し、印刷時に難脱墨性のインキ（ＵＶインキなど）などの使用品や背糊にホットメルト

を使用したものはその他のザツガミ古紙に回収する 

3.その他のザツガミ古紙（リグニン含有古紙）：「茶色封筒、同袋類、雑多な紙類などの古紙、『紙箱など

板紙古紙、及び上質古紙、新聞古紙のいずれに入れるべきか迷った古紙類』、その他印刷時に難脱

墨性インキ（ＵＶインキなど）を使用した古紙、背糊にホットメルトなどを使用した古紙類」 

４．注意事項：紙の利用者である印刷製本業者の方には、雑誌、週刊誌、書籍、文書、カタログ等の製作

の際に、主体に使用した紙が古紙の分別分類基準のどれに該当するかを裏表紙に表示してもらう。 

 

団体名：日本古紙リサイクル研究会 

担当者名：福田 格 
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④ 政策の実施方法と全体の仕組み（必要に応じてフローチャートを用いてください） 

1．上質系古紙（リグニン非含有古紙）のリサイクルシステム                                   

利用者【上質紙主体のチラシ・雑誌・書籍・文書・カタログ・コピー用紙・報用紙、  

           その他高白色度（白色度６５％以上）の紙製品、等の商品類】 

 

         （上質紙系各製品）                           消費者 

        再生製紙工場 抄造                   『上質系古紙として分別・選別』 

      （３０％）     （ＭＡＸ７０％）         【上質紙主体のチラシ・雑誌・書籍・文書・カタログ・ 

コピー用紙・情報用紙、その他高白色度の古紙類（白色度 

上質用ＤＩＰ          ６５%以上）但し、印刷時に難脱墨性のＵＶインキなどの 

     【補充パルプ                    使用品はその他のザツガミ系古紙に分別回収願う】 

化学パルプ       上質系古紙 

（NBKP､LBKP） 

                        古紙問屋                   集収業者 

（森林認証材・間伐材等）      【選別・包装・運搬】              【収集・運搬】 

２．新聞系古紙（リグニン含有古紙）のリサイクルシステム 

 

              利用者【新聞紙中質紙主体の週刊誌・月刊誌・漫画、その他更紙製品、等の商品類】 

 

 （新聞用紙、中質紙、更紙製品）                            消費者 

   再生製紙工場 抄造                         『新聞系古紙として分別・選別』 

 （平均２５％）       （平均７５％）        【新聞古紙、中質紙主体の週刊誌・月刊誌・漫画等の古 

                               紙、その他の更紙類の古紙】但し、背糊にホットメル 

                                トを使用した古紙や印刷時に難脱墨性のＵＶインキ 

【補充パルプ】      新聞用ＤＩＰ        などの使用品はその他のザツガミ系古紙に分別回収願う】 

 機械パルプ           

（TMP・RGP・GP）      新聞系古紙 

化学パルプ 

 （NBKP・LBKP）              古紙問屋                  集収業者 

森林認証材・間伐材等        【選別・包装・運搬】             【収集・運搬】 

３．板紙系古紙（リグニン含有古紙）のリサイクルシステム 

 

                利用者【段ボール製品類、板紙製箱類、表紙等の板紙類、茶色封筒・袋類、等 

                                      の商品類】 

 （板紙系製品）                                           消費者 

   再生製紙工場 抄造                    『その他のザツガミ系古紙として分別・選別』 

 （平均１０％）   （平均９０％）      【紙箱・表紙類、茶色封筒・袋類などの古紙、その他雑多な古紙類 

その他分別判断に迷ったの古紙類、背糊にホットメルトを使用 

した古紙や印刷時に難脱墨性のＵＶインキなどの使用古紙類】 

【補充パルプ】    板紙用パルプ設備 

機械パルプ                               『段ボール古紙として分別選別』 

（TMP・RGP・GP）      板紙系古紙                  【内容は従来の基準通り】 

 

化学パルプ 古紙問屋                  集収業者 

（NBKP・LBKP）              【選別・包装・運搬】            【収集・運搬】 

森林認証材・間伐材等 

４．注意事項 

  各印刷・製本業者の皆様には雑誌、書籍、文書、カタログ、等に古紙として回収する際に主体に使用した

紙がどの分別分類に該当するか、又難脱墨性のインキ（UVインキなど）やホットメルトなどの使用の有無

等を裏表紙等に表示の協力をお願いしたい。表示法は紙マーク同様の方法を環境省で設定願う。選別

者は選別古紙がどの分別分類になるか判断できない場合はその他のザツガミ古紙として回収願いたい。

尚、段ボール古紙、牛乳パック古紙及び禁忌品基準については、従来の分別基準を変更しない。 
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⑤ 政策の実施主体（提携・協力主体があればお書きください） 

実施の主体は消費者である国民各位であるが、実施に当たり準備作業が必要であり、下記のような準備が

必要になると考えられる。 

イ、 分別基準の変更手続き及びその広報等 

環境省及び各自治体及び古紙再生促進センター、変更に伴う印刷業者の指導等は経済産業省に夫々

担当をお願いしたい。 

ロ、 リサイクルの再生側としての製紙業界への対応 

経済産業省及び製紙連合会、古紙再生促進センターに担当をお願いしたい。 

ハ、 特定の自治体でテスト的に実施するとすれば自治体の選定及び準備作業を要し、環境省及び古紙再

生促進センター等にお願いしたい。 

⑥ 政策の実施により期待される効果（具体的にお書きください） 

イ、化学パルプ用原料木材チップが約３４５万ｔ/年（乾燥量）節減出来ることが見込まれます。 

上質系古紙の回収によって、上質紙への古紙配合が増加可能になり、古紙回収率と利用率の乖離が改

善されます。２００８年実績は回収率７５．１％、利用率６１．８％（うち板紙９２．８％、紙４０．５％）,利用率が

７０％ に改善出来れば、古紙の使用量が２５５万トン/年増加し、古紙使用増加相当の１７８．５万トンの

化学パルプが節減出来ます。パルプ材用木材チップが約３４５万トン節減できます。森林保護による素晴

らしい環境貢献が見込まれます（植林木１０００本＝１１０ｔとすればとすれば、３１３６万本/年の節減）。 

ロ、化学パルプの節減益が６８８億円/年見込まれます。                                 

LBKPが６０円/Kg、上質古紙が１５円/Kgと仮定すれば節減益は６８８．５億円／年になります 

ハ、上質紙系、新聞用紙系、板紙系（その他のザツガミ系）夫々の古紙のリサイクルシステムを構築する事に

より、夫々の利用者のリサイクルへの責任がより明確になり、夫々の商品がリサイクルされる際にどの分別

分類になるかの表示や、改善目標が明確になり例えば印刷インクやホットメルトの改善が進め易くなるこ

とがあげられます。紙の再生では、品種別に品質の改善が出来ることです（例えば、上質系古紙パルプ

の白色度の向上、新聞紙の不透明度や嵩の改善、段ボールの白化の改善など）。 

二、品種別古紙リサイクルシステム構築による環境保全を基礎にした古紙及び上質紙の国際競争力の向上

が見込まれます。 

⑦ その他・特記事項 

機密保護を要する古紙のリサイクル（ハガキ古紙、オフィス等の古紙のリサイクル）については、グリ

ーン購入法に係わる特定品目及びその調達基準等の見直しの２回にわたるパブリックコメントで別

途提案しており、必要あれば御説明します。 

   

参考資料 

  イ、グリーン購入法に係わる特定調達品目及びその判断基準等の見直しの概要（案）及び参考資料 

ロ、日本製紙連合会及び古紙再生促進センターの統計資料 

ハ、ＮＴＴホームページ電話帳環境対策 

二、各製紙会社のホームページの参考資料 

  ホ、（社）海外産業植林センター オーストラリアにおけるＥ．Globulus産業植林地の萌芽 

更新（２００５）、日本製紙㈱ホームページの植林関係資料 

以上

 


	20002.pdf
	20007.pdf
	20011.pdf
	20013.pdf
	20021.pdf
	20022.pdf
	20030.pdf



