
 

 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 ＮＰＯ法人グリーンアライアンス 海外支援事業部「ＮＧＯ．緑の騎士団」 

代表者 杉野 慶一 担当者 杉野 慶一 

所在地 
〒653-0041 

 神戸市長田区久保町 5 丁目 1 番 1 号 
TEL:078－646－7102     FAX:078－646－7104  
Ｅ-mail: sugino@greenalliance.or.jp 

設立の経緯 
／沿 革 

2003 年 2 月 団塊世代シニアが中心となり環境・教育・エネルギー関係及び有識
者が核となって都市環境改善貢献を目的とする「グリーンアライア
ンス設立準備委員会」を発足する。 

2003 年 3 月 第 3回 World Water Forum「水の EXPO」に参加 NPO 及び各種団体と
の交流の場を持つとともに連帯を呼び掛けた。 

2004 年 2 月 兵庫県知事より特定非営利活動法人として認証 
2007 年 1 月 内閣府特定非営利活動法人として認証 
2008 年 5 月 環境大臣会合サミット 2008 の会場をレンタル緑化 
2008 年 6 月 ｢NGO.緑の騎士団｣を当法人の海外支援事業部として設立 
2009 年 4 月   地球環境基金(環境省)より、｢ジャトロファの植林によるエネルギ

ー自給の実践｣のための活動助成を受託 
2009 年 8 月 エコポイント環境寄附対象団体(経産省)に認証 
2009 年 11 月 インドネシア北スラウェシ州マナドにてジャトロファの植林実施 
 

団体の目的 
／事業概要 

 

自然との共生によって緑を育成し、自然エネルギーを利用しながら環境を改善し
、併せて新規雇用を創出するとともに心豊かな若者をはぐくむことにより、社会
全体の福利の増進に寄与することを目的とする。 
(1) 特定非営利活動に係る事業  

① 環境改善事業 屋上緑化等の環境緑化事業、ビオトープ等による自然 
再生事業、新エネルギーによる発電・熱供給・再生水供給事業 

② エデュテインメント活動（教育・イベント） 
③ 人材育成支援事業 
④ 情報提供事業 

(2) その他の事業 
① ビルの管理・運営事業 
② ゴミのリサイクル事業 

活動・事業実績 
(企業の場合は

環境に関する

実績を記入) 
 

国内：兵庫県県民まちなみ緑化事業（13 件） 
   兵庫県グラスパーキング推進事業参加 
   加古川市立野口幼稚園及び平岡北小学校グランド緑化（２件） 
   福岡市警固公園壁面緑化「美しい街福岡モデル事業」 
   環境大臣会合サミット 2008 神戸会場緑化 
   びわ湖環境ビジネスメッセ 2008 出展及びプレゼンテーション 

「次世代バイオ燃料ＪＡＴＲＯＰＨＡ」 
海外：2008 年 5 月 第１回 インドネシア（中央ジャワ・スカブミ）調査 
   2008 年 11 月 びわ湖環境ビジネスメッセにてセミナー 
   2009 年 1 月 第 2 回 インドネシア（北スラウェシ・ミナハサ）調査 
   2009 年 6 月 JICA、インドネシア農業省と国際セミナーを共催 
   2009 年 8 月 平成 21 年度地球基金助成団体に認証 
   2009 年 8 月 エコポイント環境寄附対象団体に選定  

ホームページ www.greenalliance.or.jp 

設立年月 2003 年  2 月   ＊認証年月日（法人団体のみ） 2004 年 2 月 20 日 

資本金/基本財産 
（企業・財団）              0 円 

活動事業費／

売上高（H20）
11,400,000円 

スタッフ／職員数      7 名 （内 専従   3 名） 
組 織 

個人会員   55 名 法人会員   0 名 その他会員（賛助会員等）   12 名 



 

提 言  

政策のテーマ 
「緑の油田オーナー制度」を活用した東南アジア環境貢献 

及び若者向け新雇用創造           

 
■政策の分野 

・地球温暖化防止 

・環境パートナーシップ                       

■政策の手段 

・チャレンジ２５達成のための「緑の油田オーナー制度」 

・緊急人材育成支援「緑の環境活動士」 

 

■キーワード 環境 農林業 海外支援 新雇用創造 人材育成 

 

① 政策の目的 
日本及び東南アジアにおけるＣＯ２の削減と環境改善を図るため、非食用植栽(ジャトロファ等)の
植林による「緑の油田オーナー制度」を導入して、途上国の環境保全を図るとともに農林業の活性
化に向けた海外支援を行う。これは同時に、わが国の団塊世代(専門家)の協力のもと、わが国農林
業・環境保全の担い手となる人材育成(「緑の環境活動士」)を図り、新雇用創造にもつなげる。こ
の一連の事業は、バックキャスト方式により実需を創造し、結果は全て定量的に評価する。 

② 背景および現状の問題点 
1980年代後半以後、環境問題、特に地球温暖化、気候変動に伴う地球環境問題がますます深刻化す
る中、1992年6月にリオ・デジャネイロで開催された「地球サミット」での問題提起をいかに解決
するかが問われている。このうち民間分野について、わが国では企業に比べて市民レベルの対応が
とくに遅れていると指摘されている。 
とくに対応すべき課題として、以下の諸点が指摘される。 
１、 ＣＯ２の25％削減を海外支援(対アジア諸国)の中でいかに具体的に創出するのか。 
２、 従来型の植林方法が、新規雇用の受け皿になっていない。 
３、 次世代エネルギー(自然エネルギー)としての非食用植栽からＢＤＦ生産へのプロセスが、地域

の農林業活性化につながらず、相乗効果を発揮していない(第６次産業化) 
４、 市民・ＮＧＯ／ＮＰＯ、企業、行政との連携・協働が不十分なため、市民の関心も低く、環境

問題解決に対する具体的かつ効果的なミッションが見えない。 
５、 団塊世代及びシニアパワー(とくに専門的技能集団)を再資源化することにより、新卒未就職者

を戦力化できないか。「緑の環境活動士」(環境保全に関わる技能・資格を有する人材)の育成
に対する国の支援強化策がない。 

以上の課題を克服することによって、アジア諸国で重要な役割を発揮する「緑の環境活動士」とい
う新規の雇用を育成・創出することが可能になると判断される。 

③ 政策の概要 
この政策提言は、２つの核となる政策提言から構成されている。 
（Ⅰ）グリーンファミリー(グリーンカンパニー)｢緑の油田オーナー制度｣。 
   広く国民の理解を得る為に、国民一世帯につき非食用植栽による「緑の油田」１haのオーナ

ーになる事で、一世帯が排出するＣＯ２を全てオフセットする。又、残った排出権は行政又
は企業に売却する事で持続可能な｢地球温暖化防止｣｢農林業の活性化｣｢海外支援｣｢新規雇用
創出｣を達成する。   

                       荒地の環境改善(非食用バイオマスの植林) 

             東南アジア     貧困農民対策(農村地域活性化) 

                     コンクリートから人への政策実現 

               資金の提供   ＮＧＯ／ＮＰＯの組織強化 
  
                       ＣＯ２-25％達成の一助 
                        東南アジア全体の環境改善に広く貢献 
                        次世代エネルギーの分散化        

            第６次産業による新規雇用の創造     
           企業ＣＳＲ、環境対策に大きく貢献 

団体名：ＮＰＯ法人グリーンアライアンス 

 
担当者名：杉野 慶一 

海外支援 
(ＯＤＡ) 

ｸﾞﾘｰﾝﾌｧﾐﾘｰ
(ｸﾞﾘｰﾝｶﾝﾊﾟﾆｰ) 
「緑の油田ｵｰﾅｰ」

税の還付､ｴｺﾎﾟｲﾝﾄ 
ｸﾞﾘｰﾝﾌｧﾐﾘｰ 

(ｸﾞﾘｰﾝｶﾝﾊﾟﾆｰ) 
に対してｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞ 

支援 国内 



 

 

（Ⅱ）緊急人材育成「Green Organizer養成事業」(「緑の環境活動士」の育成) 

   (Ⅰ)の持続可能な事業とするために、人材が必ず必要となるが、ここで重要な事は、環境活

動家として、東南アジアを舞台に活躍する地道な若者を育てる事である。団塊世代およびシ

ニアには、多種多才かつ豊富な経験の持主が少なからずいる。又、新卒者(中学、高校、大

学)で就職を希望しながら未就職者もいる。この両者にて必ず実雇用を創出する育成事業を

実施する。             



 

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） 

Ⅰ. グリーンファミリー(グリーンカンパニー)「緑の油田オーナー制度」 

Step-1  

2010年4月 ①新ＣＤＭ(カーボンオフセット)とし 

ての事業の仕組及び実施に向け、 

行政、企業、大学(研究機関)、ＮＧ 

Ｏ／ＮＰＯでＦＳスタート。 

②収穫、生産(ＢＤＦ等)、流通、消費 

体制についてＦＳスタート。 

      ③海外支援(ＯＤＡ)及び自主資金によ 

り、インドネシア北スラウェシ地域 

(200ha)及びロンボック島(1,000ha) 

にて、ジャトロファ、カスター(ＢＤ 

Ｆの原料となる苗木)を植林実施。 

Step-2  

2011年1月 ①新ＣＤＭ(カーボンオフセット)の実施要領決定。 

      ②収穫、生産(ＢＤＦ等)、流通、消費体制の確立。 

2011年4月 グリーンファミリー(グリーンカンパニー)｢緑の油田オーナー制度｣の社会実験(モデ

ル事業)スタート。 

      ・１世帯１ha｢緑の油田｣オーナー募集。      ・税の還付、エコポイント 

      ・世帯主及び企業は合理的な負担と役割をする。  ・その他 

2011年11月～2月 海外支援(ＯＤＡ)及びグリーンファミリー(グリーンカンパニー)からの資金に

応じた植林を実施する。 

Step-3  

2012年4月 ①新ＣＤＭ(カーボンオフセット)の取引開始。 

      ②グリーンファミリー制度の全国展開に向けＦＳスタート。 

      ③東アジアに対して広域植林実施のＦＳスタート。 

2012年11月～2月 海外支援(ＯＤＡ)及びグリーンファミリー(グリーンカンパニー)制度を企業、

自己資金により拡大展開。 

 

Ⅱ．緊急人材育成「Green Organizer養成事業」(「緑の環境活動士」の育成) 

グリーンファミリー(グリーンカンパニー)「緑の油田オーナー」事業は、実フィールドで汗をかく担

い手が不可欠になる。 

「環境改善」｢農林業｣「海外支援」に必要な知識や経験を、実習をメインに習得する。この事業の中

に雇用を新規創造することによって、従来型の雇用に直結しない教育を再構成する。 

開始日：2010年4月  

場所：座学 ＮＧＯ事務所内            実習 兵庫県三木市遊休農地 

      神戸市遊休施設               八幡営農組合 

      インドネシア農業省ココナッツ研究所     インドネシア北スラウェシ地域 

及びロンボック島 

対 象 者：新卒未就職者(中学、高校、大学)、その他。 

募集人数：30名(支援条件により増員可能) 

期 間：6～12ヶ月間 

講座内容：環境保全学、農林業再生学、英会話、ＩＴ論、その他、計約10講座 

講 師：団塊世代及びシニア(大学教授、専門家)と外部講師 

 

 

図 Green Organizer養成事業 

                       海外支援講座：座学、実習 

ハローワーク                  

              緊急人材育成 

        学生紹介 ｢Green Organizer  都市環境改善講座：座学、実習 

              養成センター」  
各種学校 



 

 

                 農林業の６次産業養成講座：座学、実習 
                         
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） 
Ⅰ.グリーンファミリー(グリーンカンパニー)「緑の油田オーナー」 
  実 施 主 体：ＮＰＯ法人グリーンアライアンス 海外支援事業部「ＮＧＯ．緑の騎士団」  

提携・協力主体：環境省、外務省、厚生労働省、経済産業省、その他(自治体、企業) 
Ⅱ．緊急人材育成「Green Organizer養成事業」 
  実 施 主 体：ＮＰＯ法人グリーンアライアンス 
  提携・協力主体：環境省、厚生労働省、文部科学省、その他(自治体、企業) 

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） 

神戸市(兵庫県)を想定した社会実験(モデル事業)を実施すると仮定すると、総世帯数約65万×5％ 

(参加率)＝32,500世帯となり、この数字を基に期待される効果を下記に示す。 
１、 ＣＯ２の削減効果 
   32,500haの植林が、3年間で300億円の投資で可能となり、その結果、 

ＣＯ２の削減は117.9万tCO2/年となる。 
 ＢＤＦ：32,500ha×2,500本×0.0012kℓ ×2.34≒22.8万tCO2/年(排出係数より) 
 植林：32,500ha×2,500本×0.0081tCO2≒65.8万tCO2/年(国連算定式参考)(住友林業参考)

搾りかす：32,500ha×2,500本×4.5kg×0.8≒29.3万tCO2/年 
２、 経済効果 ((1)＋(2))は4,105億円/50年間･････ジャトロファの寿命：50年～60年 

（１）次世代エネルギー(ＢＤＦ)として 
32,500ha×2,500本×0.0012kℓ ×60,000円/kℓ ＝58.5億円/年(※軽油換算60円/ℓ と仮定) 
58.5億円×50年間＝2,925億円/50年間               

  （２）ＣＯ２排出権の売却として 
    1,179,000tCO2×2,000円/tCO2≒23.6億円/年 

23.6億円/年×50年間＝1,180億円/50年間 
３、 新規雇用の創造 
    32,500haの植林、収穫、生産で発生する新規雇用は1,625人となる。但し、流通、関連業

務を入れると雇用はさらに増加すると考えられる。 
   〔32,500ha×0.05人/年＝1,625人〕 
４、 その他 

・現政権の環境、農業、海外支援から雇用の具現化。 
・最小の投資で最大の効果が実現。 
・国民、行政、企業がＷＩＮ3で推進。 
・若者、シニアの海外進出への舞台創り。 

⑦ その他・特記事項 
（１） 当法人の実績―１ 

・遊休農地で環境ツールを生産実施 
・ボランティアで都市環境改善事業(屋上、壁面、駐車場緑化)を実施 
・上記を中心にしたまちづくりの推進及びコンサルティングを実施 

（２） 当法人の実績―２ 
・地球環境基金、エコポイント基金等からの助成金、寄附により先行して非食用植栽ジャト

ロファの植林事業を実施(マザーフィールドで最高品種の母木を所有) 
・セミナー開催(主催：ＪＩＣＡ，農業省等、ＮＧＯ．緑の騎士団) 
 

（３） 本提案採択後、実現に向けて協力の依頼候補団体、企業 
１） 地方行政：神戸市、兵庫県 
２） 企 業：大阪ガス、神戸製鋼所、ダイセル化学工業 

ファーストリティリング (ユニクロ)、東京リーガルマインド、八幡営農組合 
３）研究関係：神戸大学、横浜国立大学、県立農業高校 
４）海外協力機関：インドネシア農業省工芸作物総局、ミナハサ県農政局 
         マナドココナツ研究所、ミナハサ及びロンボック島農民 

以上 実現に向けて準備中であり、実施については十分可能と判断している。 
 

 

そ の 他 



 

 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 NPO 環境 ISO 自己宣言相互支援ネットワーク JAPAN 

代表者 理事長 清 水 博 担当者 事務局 松本 美穂 

所在地 

〒  524-0011 

 滋賀県守山市今市町１３９－４ 

TEL:０７７－５８２－７２８３ FAX: ０７７－５８２－７２８３ 

Ｅ-mail: iso@selfdecl.jp 

設立の経緯 

／沿 革 

平成 13 年 4 月    ISO14001 自己宣言方式の普及啓発を目指す活動を開始。 

平成 13 年 9 月    法人格取得の準備を開始  

平成 14 年 1 月 17 日  滋賀県庁から特定非営利活動法人の認証を取得 

平成 14 年 1 月 23 日 環境 ISO 自己宣言相互支援ネットワーク JAPAN 設立 

団体の目的 

／事業概要 

 

次の活動を通じ、公共の福祉の増進（循環型社会の形成）に寄与すること。 

１．社会に最適の環境活動（環境 ISO14001 規格への適合の自己宣言方式に基づく）

の普及及び啓発に関する活動 

２．社会福祉事業のサービス評価に関する活動 

３．組織（主として自治体）の活動、製品及びサービスの質の向上に関する活動

活動・事業実績 

(企業の場合は

環境に関する

実績を記入) 

 

・事業者に ISO14001 管理システム構築支援 

・社会福祉法第 78 条に係る福祉サービス評価のあり方の見直しを厚生労働省に要

望し、一定の成果を得た。 

・守山市役所と焼却ごみ減量について協議継続(５回) 

・守山市市民団体「やさいくる普及啓発委員会」の事業に協力し、全国の自治体

に｢生ごみ分別による焼却ごみ２/３減量に関するアンケート｣調査を 10 月にメ

ール送信 現在 469 自治体から回答を集計・分析 ネット公開中 

・「滋賀県守山市 バイオマス（主に生ごみ）の利活用に関する情報の収集と提供

」という活動に対して、独立行政法人環境再生保全機構に平成２２年度地球環

境基金助成金交付要望書を提出した。 

ホームページ  http://www.selfdecl.jp/ 

設立年月 平成１３年１０月   ＊認証年月日（法人団体のみ）１４年１月１４日 

資本金/基本財産 

（企業・財団） 
           ０円 

活動事業費

／売上高（H

20） 

１２千円／１２千円 

スタッフ／職員数       １名 （内 専従    １名） 
組 織 

個人会員１５名 法人会員  ２名 その他会員（賛助会員等）   ０名



 

提 言  

政策のテーマ 「バイオマス活用推進基本法」に基づく具体的仕組み創り 

■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 

・情報管理、情報の開示と提供 

■キーワー

ド 

バイオマス活

用推進基本法 

バイオマス活

用先進技術 
生ごみ 循環型社会 

地球温暖化防

止 

 

① 政策の目的 

「バイオマス活用推進基本法」（以下、法と言う。）は誘導法である。法第３３条第２項の「バイ

オマス活用推進専門家会議」の役割を定めるなどして具体性と実効性をもたせる。 

② 背景および現状の問題点 

平成２１年６月１２日法律第５２号には主務大臣が定められておらず、法制上の措置等について

も具体性が乏しく、日程、手段及び責任の所在も明確でない。 

現実は、例えば生ごみの焼却処分は、１万㌧の生ごみに含まれる水分を気化させるのにエネルギ

ーを無駄に消費し、３４５６㌧のCO2を排出する。 

このようなことを認識せず、活用できるバイオマスでも焼却するのが最も合理的であると思い違

いしている自治体が多く、旧来のごみ処理事業を既得権として擁護する風土から脱却できないでい

る自治体もある。 

政府がバイオマス活用推進基本計画を公表しない間、このような体質の自治体に真に実行可能な

「市町村バイオマス活用推進基本計画」の策定に着手させることは容易でない。 

③ 政策の概要 

平成２２年度初めに「バイオマス活用推進専門家会議」の役割を定め、「バイオマス活用推進会議」のもとで

２４年度中に「都道府県（市町村）バイオマス活用推進基本計画」をすべての自治体に策定しても

らえるようにし、平成２５年度からその計画を順次実行に移すことを促す所要の措置を講ずる。 

・平成２２年度中に構築する「バイオマス活用推進情報提供システム」を用いて平成２３年度～

２４年度中にバイオマス活用推進計画の策定と公表を自治体に促す。 

・計画を策定した自治体に、当該システムの「バイオマス活用事前評価システム」を用いてその

実現のための実行計画の策定と公表を促す。 

・自治体がその計画を実行に移すにあたり、政府は法第１９条により法制上の措置等を講ずるなど

により雇用の機会の創出や地域活性化を促す。 

団 体 名：NPO 環境 ISO 自己宣言相互支援

ネットワーク JAPAN 
担当者名：事務局 松本 美穂 



 

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） 

次のことを行う法第３３条第２項の「バイオマス活用推進専門家会議」を立ち上げ、「バイオマス

活用推進会議」がその成果を参考にして地方公共団体に「バイオマス活用推進計画」を策定するよ

う求める。 

１．各自治体のバイオマスの処理に関する現状を把握するため、実態調査を実施する。 

２．各自治体が活用できるバイオマスに係る技術的情報を漏れなく把握する。 

３．バイオマスの活用及び運用に関係する法的側面を漏れなく抽出する。 

４．バイオマス活用計画を実行に移すに際して必要な支援、指導を行う仕組みを作る。 

５．これらの情報を整理して「バイオマス活用推進情報提供システム」を開発する。 

６．このシステムの中に「バイオマス活用事前評価システム」を構築して組み込む。 

７．「バイオマス活用推進情報提供システム」をWebサイト上で公開する。 

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） 

「バイオマス活用推進会議」 

法の全体的運用 

「バイオマス活用推進専門家会議」 

「バイオマス活用推進情報提供システム」の運用 

地方環境事務所 

バイオマス活用推進基本計画の策定支援、法第１９条の法制上の措置等の窓口 

NPO等民間バイオマス活用推進団体 

「バイオマス活用推進情報提供システム」の構築に必要な情報を収集及びシステムの開発 

各自治体、大学・研究機関・関連団体 

関連情報の提供及び「バイオマス活用推進情報提供システム」の利用 

バイオマス活用推進専門家会議 
（バイオマス活用推進会議） 

バイオマス活用推進情報提供システム

（NPO等民間バイオマス活用推進団体）

全都道府県 全市区町村 大学･研究機関･関連団体・企業 

都道府県バイオマス活用推進基本計画・実施計画 市区町村バイオマス活用推進基本計画･実施計画 

地方環境事務所 

全国バイオマス情報ネットワーク



 

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） 

バイオマス活用推進基本法の目的を果たす原動力になる。 

循環型社会構築に資することができる。 

二酸化炭素排出の抑制量を算出することができる。 

雇用の機会を創出することができる。 

バイオマス施設の新設という公共事業を創出することができる。 

バイオマス関連設備・機器の開発を促すことができる。 

バイオマスの活用の推進に寄与する人材の育成が図れる。 

⑦ その他・特記事項 

当団体は「滋賀県守山市 バイオマス（主に生ごみ）の利活用に関する情報の収集と提供」

という活動に対して、独立行政法人環境再生保全機構に平成２２年度地球環境基金助成金交

付要望書を提出した。（再掲） 

その中で、「生ごみに特化した情報（H22年度版）のWebページを作成し、バイオマス利活用

時に役立つ事前評価システムを公開する。」としており、平成２３年度にはバイオマス活用

推進計画策定に必要とする技術情報として、革新的な廃棄物焼却炉、バイオマス発電、ガス

化プラント、燃料化プラント、バイオマスの堆肥・肥飼料化設備その他の仕様に関連するも

のとしている。 

また当団体は、守山市の市民団体が行った「やさいくる普及啓発委員会」の事業（平成２１

年度の守山市市民提案型まちづくり支援事業）に協力し、全国の自治体に｢生ごみ分別によ

る焼却ごみ２/３減量に関するアンケート｣調査を10月に実施し、469 自治体から回答を得て

、結果をやさいくる普及啓発委員会のWebページに公開している。 

更に当団体は平成２２年度に「やさいくる普及啓発委員会」に協力し、生ごみを「直接土に

還元する方法」及び「機械を用いて堆肥等にする方法」についてのCO2排出抑制に関する評

価を行うことにしている。 

 



 

 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 長野県ビジネス支援研究所 

代表者 村田 弘志 担当者 小林 庸悟 

所在地 

〒 ３８３-００１３ 

 長野県中野市大字中野２４１３番地 

TEL:０２６９－２２－６６３６  FAX:０２６９－２３－２１５３ 

Ｅ-mail:kobayashi.tk@air.ocn.ne.jp 

設立の経緯 
／沿 革 

士業（社労士、弁理士、税理士、司法書士、行政書士）を中心とした地域の仲

間が集まり、その専門性を活かし、地域における真の社会貢献ができるボランテ

ィア組織をつくる想いによって、２００４年に設立し、翌年にＮＰＯ法人として

の認証を受けた。 

 

 

 

 

団体の目的 
／事業概要 

 

この法人は、長野県内において事業を経営し、または起業しようとする者に対

して有益な情報や役務を提供し、また経済面での社会教育を行い、受益者の事業

の発展や雇用の増大を図ること等により長野県経済の活性化に寄与することを目

的とする。 

この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を

行う。(1) 社会教育の推進を図る活動、(2) 環境の保全を図る活動、(3) 科学技

術の振興を図る活動、(4) 経済活動の活性化を図る活動、(5) 職業能力の開発又

は雇用機会の拡充を支援する活動 

活動・事業実績 
(企業の場合は

環境に関する

実績を記入) 
 

 
①長野県の北部地域のキノコ産業で廃棄されるキノコ廃培地の活用について、企

業（事業所）間連携や、行政に対する橋渡しとしての活動を行っている。 
具体的には、キノコ廃培地の燃料化、飼料化、連作防止剤としての活用、作物栽

培用の資材等の事業化が進行中である。 
 
②起業や企業活動に係る主に環境や法律に関連するセミナーの開催を年２回程度

企画・実施している。 
 
③町興し事業に対する協力活動を行っている。 
 
④企業等の無料個別相談を随時実施している。 

ホームページ http://www17.ocn.ne.jp/~npo-nbsl/index.html 

設立年月 ２００４年  ９月   ＊認証年月日（法人団体のみ）２００５年 １月１１日 

資本金/基本財産 
（企業・財団）              ０円 

活動事業費／

売上高（H20）
５０，０００円 

スタッフ／職員数       ５名 （内 専従     ２名） 
組 織 

個人会員  １５名 法人会員    名 その他会員（賛助会員等）   ２名 



 

提 言  

政策のテーマ 急速発酵・乾燥技術によるバイオマス廃棄物の資源化      

 
■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 

・有機廃棄物資源の有効利用 

・発酵バイオマス資源による新エネルギー技術の普及・推進 

 

■キーワード バイオマス 有機廃棄物 急速乾燥 発酵技術 低コスト資源化

 

① 政策の目的 

生ゴミ、食品残渣、園芸等で生じる含水有機廃棄物を、急速発酵・乾燥し、新しい資源に変換

する。善玉菌群による発酵技術を用い、急速乾燥することで、バイオマス資源の最大限の有効活

用を図る。ゴミの減量化ではなく、ゴミをなるべく多くの資源に変換することが目的である。 

② 背景および現状の問題点 

発酵技術は従来からあるが、発酵に時間がかかっており、コスト高となっている。発酵には、

通常、１～３ヶ月を要するとされている。 

また、バイオマスの乾燥をさせるためには、エネルギーが必要で、コスト高となっている。 

含水有機廃棄物は、多くが焼却処分されており、それ以外は主に堆肥化されている。堆肥化の

場合、ゴミの減量化に主眼が置かれており、バイオマス資源を有効に活用できていない。堆肥化

では悪臭が発生し、社会問題になる場合がある。 

 

③ 政策の概要 

長野県の事業所連携によって、急速発酵・乾燥技術（㈱森羊土が発明した技術）を用いること

で、キノコ栽培で生じる含水有機廃棄物（キノコ廃培地）を、新しい資源に変換して活用する研

究開発がなされ、優れた成果が実証されつつある。 

その技術を生ゴミに応用し、全国的に普及を図る。 

 

この急速発酵・乾燥技術は、麹菌や酵母菌による発酵であるため、悪臭の発生がなく、アミノ

酸を生じることで、多目的資源となる。 

発酵・乾燥時間は、含水率６０％の有機廃棄物を含水率２５％程度にするために、１２日間ま

で短縮できている。自然乾燥が基本であるが、加熱した場合は７日程度までは短縮できる計画で

ある。従って、処理コストを低減できる。従来のゴミ処理コストの半分程度になるものと試算し

ている。 

 

 生産された新たなバイオマス資源は、燃料、飼料、作物栽培用資材、生ゴミを発酵させるボカ

シ、堆肥連作障害に有効な堆肥の種菌となる。 

 なお、このバイオマス資源を燃料とする高圧ボイラーが、連携企業によって開発されており、

実用試験が実施されている。適切な発酵を行うことで、燃焼効率が高まり、高い熱量を得ること

ができる。また、そのコストは重油の半分程度になる。 

団体名：ＮＰＯ法人長野県ビジネス支援研究所

 
担当者名：小林 庸悟 



 

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） 

基本的技術は、キノコの廃培地を処理するための技術として完成している。 

これを、生ゴミに応用するための研究開発が必要となる。 

 

５万人規模の市を想定して、実証モデル施設を建設する。 

 

幅２０ｍ×長さ５０ｍ程度の発酵施設で、一日１０トンの生ゴミを処理できる。 

生ゴミを処理して、発酵乾燥させると腐敗しないため、保存できる資材となる。 

また、原料とは全く違った性質の資材となる。 

 

生産されたバイオマス資源は、先ず、高圧ボイラーの燃料となる。 

その高圧ボイラーの蒸気によって、生ゴミの殺菌処理を行うことで、発酵を促進できる。 

高圧ボイラーは、温泉施設等の熱源として利用できる。 

なお、燃料代は、重油コストの半分程度にできると試算している。 

 

バイオマス資源は、例えば、家畜の飼料として利用できる。 

その家畜の糞尿に、バイオマス資源を投入して発酵させることで、連作障害に有効な発酵肥料を生産

できる。 

 

その発酵肥料を利用して有機農作物の生産をする。 

糖度の高い元気でおいしい農作物を生産できる。また、連作障害を解消できるため、作物の産地化に

寄与できる。そして、そのバイオマス資源そのものが、作物栽培用の資材としても優れている。 

 

これによれば、資源を有効に循環させることができ、二酸化炭素の発生を低減して、地球温暖化防止

に寄与できる。 

 

このモデルを全国的に普及させる。 

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） 

ＮＰＯ法人長野県ビジネス支援研究所が、主体となって技術の普及を支援する。 

情報の提供や、契約等の事務的処理を担当する。 

 

㈱森羊土が、主体となって発酵技術及び発酵設備を提供する。 

発酵種菌はキノコ廃培地を原料として生産されるため、農協及びキノコ生産農家と連携している。 

 

㈲長岡鉄工所が、主体となって高圧ボイラーを提供する。 

燃焼装置等の製造事業者と提携している。 



 

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） 

バイオマス資源の最大限の有効活用を図ることができる。ゴミの減量化ではなく、ゴミをなる

べく多くのバイオマス資源に変換することができる。 

発酵を利用することにより、優れた有機資材を極めて低コストで大量に生産できる。 

 

有機循環型社会を適切に構築できる。 

地球温暖化の防止に寄与できる。 

⑦ その他・特記事項 

 キノコ栽培で生じる含水有機廃棄物（キノコ廃培地）を、新しい資源に変換して活用する研究

開発については、その一端を、ブログ「善玉くん通信」で紹介している。 

 



 

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、省エネルギーなど生物多様性保全対応、 

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｢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） 

○2008 年 政策提言：｢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｣のテーマで第 8 回 NGO/NPO･企業環境政策提言 

○2008 年 技術提案：長野県「水循環・資源循環のみち 2010」構想      他多数 

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 

スタッフ／職員数    １０  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 



 

提 言  

政策のテーマ  
－全廃棄物の脱焼却・脱埋立・エネルギー資源化に向けて－ 

バ  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 脱焼却・脱埋

立 

エネルギー･資

源化 

バイオマス利活

用 

廃棄物処理 循環型社会構築

 

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（環境への負荷の低減と生物多様性保全、埋立地の逼迫対策、財政の負担軽減）、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バイオマス利活用の推進（生ゴミ・下水汚泥・間伐材など地域資源有効活用）、

Ⅴ新たなエネルギー・資源化事業を創出し地域活性化と雇用拡大、の社会的要請に応えることにある。 

② 政策の概要 

今製造された製品が廃棄されるのは、耐用年数の長いもので数十年後である。今直ちに廃棄物対策を

実施したとしても、それらの廃棄物に関してはライフサイクル（自然界に還元するまで）における環境負荷の

低減の効力はない。廃棄物対策は地球温暖化や生物多様性保全と密接に関連し喫緊の課題であり、早

急に次世代を見据えて、全廃棄物を焼却や埋立の処分を行わずエネルギー・資源化する循環型社会を目

指し、現在の社会経済システムや生活様式を見直して次世代廃棄物処理システムを構築しなければなら

ない。以下に政策の実施の手順を示す。 

 

社会経済システムや生活様式の見直し 

  
③ 政策の実施方法と実施主体（提携・協力主体） 

(1)「循環型社会構築」加速的推進委員会について 

1)産・学・官・民が連携し、一体化した「循環型社会構築」加速的推進委員会（仮称）」を設置し、地域にお

ける廃棄物処理の実態を把握し、課題や将来ビジョンを明確にして、対応策を提示するとともに、廃棄物

処理の先導的地域モデル事業の実施に対して協力・支援をする。 

2)地域では排出される廃棄物は家畜排せつ物、稲わら、食品残さ、生ごみ、木質、下水汚泥等のバイオ

マスの他、プラスチック類や紙くず、鉱さい、がれき類など挙げられ、鉱・工業や農・林・水産業、一般家庭

、商店など各方面から広範囲に排出されるため、委員会は、これらの廃棄物に関連する産・学・官・民の

代表者で構成する。 

(1)「循環型社会構築」加速的推進委員会の設置

(2)次世代廃棄物処理システムの検討、設定 
（持続可能な循環型社会の中・長期ビジョンの明確化） 

(3) 先導的地域モデル事業の実施 
（次世代廃棄物処理システムに沿って廃棄物処理を行う） 

政策提言 
技術提案 
情報発信 
  など 

団体名：環境技術サポートＪＡＰＡＮ 

 
担当者名：下平利和 

課題を抽出

効果を検証

対応策を検討 



 

3)委員会は、廃棄物処理の課題に対応する各部会と全体協議会で構成する。 

技術的課題･･･技術部会（エコ・低コスト・高効率の処理技術の技術的支援、研究開発など） 

経済的課題･･･経済部会 (処理・収集・運搬コストの改善、予算化など） 

社会的課題･･･社会部会（啓発・普及、地域での取り組みの推進など） 

政策的課題･･･政策部会（制度整備、事業化支援など） 

(2)次世代廃棄物処理システム（提案）について 

次世代廃棄物処理システム（提案）の概要を次頁の図に示す。次世代廃棄物処理システム（提案）の

大の特徴は、バイオ方式固体燃料化技術（Ｂ.ＲＤＦ技術：高温好気発酵法によるバイオマス廃棄物の固体

燃料化技術）＊を取り入れたことと、｢腐敗しやすいごみ｣、｢腐敗しにくいごみ｣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

たことにある。図に沿って処理手順を以下に示す。 

〔処理手順〕 

1.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）を徹底して行う。 

2.やむを得ず発生する廃棄物は、まず 初に、｢腐敗しやすいごみ｣、｢腐敗しにくいごみ｣に分別する。 

3.｢腐敗しやすいごみ｣（バイオマス）は、廃棄物の種類、素材、質により、消費エネルギー（ＣＯ２排出

量）、回収エネルギー、環境への負荷、コスト、効率など総合的に事前に評価して処理方法を選択す

る。 

〔処理方法の選択例〕 

○高品質の栄養価の高い食品廃棄物は飼料化処理 

○含水率85％以下の有害物の混入がなく、Ｎ・Ｐ分の高い食品残渣、有機汚泥、家畜ふん尿などはコ

ンポスト化処理 

○含水率 85％以下の夾雑物の混入する生ごみや下水汚泥、発酵残渣などはＢ.ＲＤＦ処理 

○含水率 85％を超える食品残渣、有機汚泥、家畜ふん尿などはメタン発酵処理 

○糖やデンプン質の多い食品・農産廃棄物はエタノール又はアセトン・ブタノール発酵処理 

○含水率が 50％以下のバイオマス廃棄物（間伐材など）はバイオマス発電 

○良質のバイオマス焼却灰は肥料化 

○建築廃材・林産廃棄物(間伐材など)は炭化処理 

○植物系廃油はバイオディーゼル燃料（ＢＤＦ）化処理 

4.｢腐敗しにくいごみ｣は、さらに｢燃える(可燃)ごみ｣、｢燃えない(不燃)ごみ｣に分別する。 

5.｢腐敗しにくいごみ｣の中で｢燃える(可燃)ごみ｣は、消費エネルギー（ＣＯ２排出量）、回収エネルギー、

環境への負荷、コスト、効率など総合的に事前評価し、ＲＤＦ、ごみ発電、焼却(熱回収)などの処理を

選択する。 

6.｢腐敗しにくいごみ｣の中で｢燃えない(不燃)ごみ｣は、廃棄物の種類、素材、質により破砕や溶融など

用途（土木・建設資材等）に応じた処理を行う。 

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、Ⅴ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。 

(3)先導的地域モデル事業について 

 モデルとなる地域（市町村など）を指定し、そこから排出する全ての廃棄物は「循環型社会構築」加速的

推進委員会で設定された次世代廃棄物処理システムに沿って処理を行う。定期的に事業の実施内容の課

題と効果を検証する。 

④ 政策の実施により期待される効果 

全廃棄物の脱焼却・脱埋立・エネルギー資源化を前提にした次世代廃棄物処理システムの先導的地域

モデル事業の実施によって、循環型社会の構築を加速的に推進することができる。また、前述①政策の目

的のⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴの社会的要請に応えることができる。 

⑤ その他・特記事項 

全廃棄物の中で生ごみや下水汚泥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、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（現在の



 

エネルギー･資源化率：生ゴミ 5％以下、下水汚泥 35％以下）。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

がバイオ方式固体燃料化技術（Ｂ．ＲＤＦ技術）である。また、全廃棄物の脱焼却・脱埋立・エネルギー資

源化を可能にするのが次世代廃棄物処理システム（提案）である。このバイオ方式固体燃料化技術（Ｂ．Ｒ

ＤＦ技術）と次世代廃棄物処理システム（提案）が循環型社会の構築を加速的に推進するためのたたき台

的な役割を担えれば幸いである。 

＊Ｂ．ＲＤＦ技術の詳細については第 8 回 NGO/NPO・企業環境政策提言ホームページ、または長野県ホー

ムページの「水循環・資源循環のみち 2010」構想にかかるバイオマス利活用勉強会の技術提案を参照 

                                                                   

 



 

 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 環境カウンセラー千葉県協議会 

代表者 國 廣 隆 紀 担当者 服 部 達 雄 

所在地 

〒261-0011 

千葉市美浜区真砂 3-18-2-505 

TEL:０４３－２７６－７３００  FAX:０４３－２７６－７３００ 

Ｅ-mail:ec_chiba_exec@yahoo.co.jp 

設立の経緯 
／沿 革 

 

設立(任意団体)         平成10年２月８日 

特定非営利活動法人の認証 平成１５年７月２８日 

 

 

 

団体の目的 
／事業概要 

 

 

千葉県在住の環境カウンセラーを主な会員とし、 
会員の環境保全に関する専門的な知識・経験にもとづき、市民、市民団体、 
事業者、教育・行政機関などの各主体とパートナーシップを形成し、 
環境保全活動を推進すること。 

 
 
 

活動・事業実績 
(企業の場合は

環境に関する

実績を記入) 
 

 

<活動分野> 

（1） 環境セミナー、研修会、自然観察会、見学会などの開催 

(2) 環境問題に関する諸調査、改善策の検討、政策の提案 

(3) 各地の環境イベントへの参加による環境保全の啓発 

(4) 環境関連の講演会、研修会への講師派遣および書籍出版 

(5) 行政機関、事業者などの環境関連事業に対する支援 

(6) まちづくりに関する諸調査、政策の提案 

<主な活動実績> 

(1) 県委託事業:地球温暖化活動推進員養成･ブラシュアップ研修会の開催 

(2) 県協働事業:中小企業向け環境経営システム「EA21」の普及事業 

(3) 県NPOﾊﾟﾜｰｱｯﾌﾟ補助金事業:高校における環境学習ｶﾘｷｭﾗﾑのﾊﾟﾜｰｱｯﾌﾟ 

(4) 企業環境セミナー等の開催、ISO14001,EA21の取得・維持の支援 

(5) 高等学校･中学校の総合学習での環境教育の支援（講師派遣､授業企画） 

(6) 親子環境学習会、環境公開講座、見学会、自然観察会の開催 

など 

 
ホームページ http://www005.upp.so-net.ne.jp/ec-chiba/index.htm 

設立年月 平成１０年２月８日  ＊認証年月日（法人団体のみ）平成１５年７月２８日 

資本金/基本財産 
（企業・財団）                円 

活動事業費／

売上高（H20）
３,９７６千円 

スタッフ／職員数       ０名 （内 専従    ０名） 
組 織 

個人会員 １２７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 電気冷蔵庫のドミノ回収システム 

 
■政策の分野 

・① 循環型社会の構築 

③ 地球環境問題への対応 

■政策の手段 

・② 制度整備及び改正 

・ 

 

■キーワード 家電リサイクル 電気冷蔵庫 底辺生活者 フロンガス回収 ドミノ回収 

 

① 政策の目的 

省エネネギーの効果とフロン回収によって、オゾンホールの保護と循環型社会、低炭素社会づ

くりを目的とし、電気冷蔵庫を最も旧式のものから順次回収し、相対的に新しいものへと合理的

に交換する「ドミノ回収システム」を構築する。 

 

② 背景および現状の問題点 

 

エコポイント等の導入により家電製品の最新製品の購入が進み、相対的に旧式の家電製品が廃

棄されている。 しかし、この流れに乗ることができるのは比較的裕福な階層の人たちである。

 失業者、年金生活者、生活保護を受けている人等の底辺生活者はこの恩恵に預かれないのが実

情である。 この人たちは最も旧式な家電製品、特に冷蔵庫を使用している。 この最旧式冷蔵

庫をエコポイント制度の利用で放出される相対的旧式冷蔵庫と合理的に無料で交換するシステ

ムの構築を提案する。 

 

③ 政策の概要 

 

 ドミノ回収システムの構築は次の政策から構築される。 

１．実態調査 ［地方自治体、地区・地域組織］ 

(1) 底辺生活者の実態把握の調査 

(2) 提供希望者、その所有する機種・容量などの調査 

☆自治体の広報や地区回覧版などで住民に周知する。 

☆プライバシーに係わる問題なので慎重に行うことが必須。 

２．交換作業 ［地方自治体、ボランティア、民生委員など］ 

(1) 上記の実態調査により、(1)および(2)のリストが出来あがり、物品のストックが出来た

ならば、順次交換を進める。 

(2) 交換した冷蔵庫を比較調査して（計測して）データベース化する。 

３．フロンガスの回収と報告 ［家電回収業者］ 

４．データのまとめ、報告 ［地方自治体］ 

５．データのまとめと公表、ＰＲ等 [環境省] 

環境省は、ドミノ回収システムの稼動状況とその省エネギー効果、フロンガス回収量のデータ

を纏め、国民に公表するとともに、更なる回収システムの運用促進を図るための広報を行う。 

また、このシステムを他の家電製品のリサイクルへの応用展開を図ってゆく。 

６．環境省、経済産業省およびその他の関係省庁は、ドミノ回収システム構築に必要な法制化と

調整を進める。 

 

団体名：特定非営利活動法人 
     環境カウンセラー千葉県協議会 
担当者名：事務局長 服部達雄 



 

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） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

         物、金 

         情報 

 

 

 

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） 

 

ドミノ回収システムの実施においては国および地方自治体が次のそれぞれの役割を荷う。 

１．ドミノ回収システムの法制化 ［国（環境省、経済産業省）］ 

☆地方自治体、家電業界、回収業界、市民の役割分担、関連調整 

２．県単位での推進 ［都道府県］ 

３．実行段階の支援 ［市町村（地区組織、民生委員、ボランティア団体等との連携）］ 

４．稼動状況のまとめ、広報 ［国（環境省） 

 

 

 

 

 

 

 

底辺生活者 実態調査 冷蔵庫調査

地方自治体 
地区役員 
民生委員 

地区役員 
ボランティア 

保 護 

施 設 

裕福層 家電販売店 

自治体 

 国 

海外 

旧式冷蔵庫

（Ｂ）お金 

新型冷蔵庫 

旧式冷蔵庫 
（Ｃ） 

旧式冷蔵庫 
（Ｂ） 

フロン回収 
（Ｃ） スクラップ 

（Ｃ） 



 

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．最旧式冷蔵庫と相対的旧式冷蔵庫を交換することによる省エネネギー効果により低炭素社会

の構築に貢献する。 

☆‘98製冷蔵庫と’04製冷蔵庫のエネルギー消費の改善率は５５.２％と報告されている。 

☆ 省エネルギーコストの試算 

人口：１．３億人、冷蔵庫の保有：１台／一戸、底辺生活者の割合：２０％、とｄ、 

（B）と（C）の電力省エネルギーコスト：５０００円／年 と仮定すると、 

本提案による年間省エネルギーコストは、 

１. ３億×０.２×５,０００円＝５２０億円／年 

２.フロンの回収を確実に行うことによりオゾンホール問題の解決に貢献する。 

３．比較的先進国にもこのドミノ回収システムを提案することで国際的な省エネルギーに貢献す

るとともに日本提案の案件としてＰＲできる。 

 

 

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 大阪湾沿岸域環境創造研究センター 

代表者 理事長 中原 紘之 担当者 専務理事 村田  武一郎 

所在地 

〒541-0041 

 大阪市中央区北浜 3-2-1 新北浜ビル 3階 IBC フォーラム内 

TEL:06-6203-6092     FAX:06-6203-7401 

Ｅ-mail:murata@osakawan.or.jp 

設立の経緯 
／沿 革 

NPO 大阪湾研究センターは、大阪湾を愛する研究者・技術者・行政スタッフ等

による研究団体｢大阪湾新社会基盤研究会｣(1993 年設立)を、1999 年 9 月に発展改

組し、特定非営利活動法人の認証を得た。 

団体の目的 
／事業概要 

＜目的＞ 
大阪湾沿岸域(大阪湾及び沿岸陸域)の環境及び市民に対して、環境の保全・創造

並びに環境共生型まちづくりに関する事業を行い、また沿岸域環境に関する国際

協力の事業を行い、沿岸域環境の保全・創造に貢献するとともに、環境と調和す

る豊かな社会の形成に寄与する。 
＜事業概要＞ 
①大阪湾の環境に関する調査研究、計画、政策の立案・提言 
②環境共生型まちづくりに関する調査研究 
③沿岸域環境の保全・創造に関係する技術者の教育・研修 
④研究交流会、市民・子供向けイベントの開催 
⑤機関誌の発行 など 

活動・事業実績 

2000 年 大阪湾沿岸域環境グランドプランの提案 
2002 年 ｢海域･海岸線における環境保全・創造計画立案の指針｣発行 
2003 年 ｢自然エネルギー活用型まちづくり計画指針｣発行 

大阪湾の環境の再生に関する提案 
2004 年 ｢海の環境教育ハンドブック(指導者編)｣発行 
2005 年 ｢海の環境学習ハンドブック(子ども編)｣発行 
2007 年 ｢新版 海域環境創造事典｣発行 

国土形成計画広域地方計画(近畿圏)への提言 
2008 年 ｢海の科学｣発行 

海辺の環境学習・エコツアー指導者育成事業 
国土形成計画広域地方計画(近畿圏)への第 2 次提言 

2009 年 大阪湾における環境技術の適用による効果の評価に関する研究 など 

ホームページ http://www.osakawan.or.jp/ 

設立年月 1999 年 9 月   ＊認証年月日（法人団体のみ）1999 年 9 月 16 日 

資本金/基本財産 
（企業・財団）                円 

活動事業費／

売上高（H20）
5,371千円 

スタッフ／職員数 7 名 （内 専従 1 名） 
組 織 

個人会員 50 名 法人会員 5 社 その他会員（賛助会員等）2 社 

 



 

提 言  

政策のテーマ 
ムラサキイガイの飼料・肥料化による 

栄養塩類の海陸循環システムの構築                 

 
■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 

・調査研究、技術開発、技術革新 

・制度整備及び改正 

 

■キーワード ムラサキイガイ 海陸の資源循環 飼料・肥料 カスケード利用 海域環境改善 

 

① 政策の目的 

大阪湾の湾奥部の岸壁に大量に付着・生息しているムラサキイガイは、夏期に脱落死亡するこ

とで海域環境の悪化要因のひとつとなっている。これを、落下前に回収すれば湾奧部の環境改善

に資することができる。同時に、回収したムラサキイガイを、飼料・肥料として利用できれば、

陸域から海域へもたらされた窒素、リンなどを陸域へ還元する｢循環システム｣を構築することが

できる。 

本プログラムは、ムラサキイガイを、飼料・肥料として有効利用するための実証研究ならびに

農畜産業への供給システムづくりを行う。 

② 背景および現状の問題点 

大阪湾の生物環境は、1970年代以降、大規模な埋立て、経済成長や豊な生活に起因する陸域か

らの負荷物質の影響により、急激に悪化した。近年は、陸域からの負荷物質が減少してきている

ものの、湾奥部海底に滞留した窒素やリンの溶出等の問題が残り、赤潮発生の継続、今まで殆ど

なかった青潮の発生、漁獲量の減少等、改善の兆しは見られない。大阪湾においては、底魚が棲

める、青潮が発生しないなど生物多様性を回復させるための環境創造が必要となっている。 

大阪湾の湾奥部の岸壁に大量に付着するムラサキイガイは、生存中は栄養塩や有機物を大量に

含んだ懸濁物質を吸収し水質浄化に寄与しているが、毎年、大量に脱落し海底で斃死し、それが

分解される過程で底層の酸素を消費し、酸素がなくなった海底で嫌気性バクテリアが分解を続け

ることにより硫化水素､メタンを生成し、青潮(毒物が含まれ、硫化水素により青色となるため、

青潮と呼ばれる)の発生原因となり、魚の大量死を招くなどマイナスを生じさせている。 

③ 政策の概要 

1．ムラサキイガイを粉末化し、それを飼料に混合・給与して、ニワトリ(産卵鶏)の健康状態、

鶏卵の生産性、および鶏卵の品質に与える有効性を実証する。 

2．ムラサキイガイを飼料として与えたニワトリ(産卵鶏)の糞の野菜肥料としての有効性を実証

する。 

3．ムラサキイガイを野菜・大豆等の肥料として利用する際の他肥料との適切な混合割合を見つ

ける。 

4．海域からのムラサキイガイの回収･粉末化･保管･配送等に係る仕組みの検討とコストの試算､

法制度上の問題点の把握と解決策の検討、飼料・肥料の利用者のニーズ調査､港湾管理者等と

の協議を行い､ムラサキイガイを飼料・肥料として供給するための事業の仕組みをつくる。  

団体名：特定非営利活動法人 
大阪湾沿岸域環境創造研究センター 

担当者名：村田  武一郎 



 

 
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） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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） 

◇当センターに検討委員会を設置して取組む。また､適切な試験等を実施できる機関と共同して行う｡

◇試料の回収・製造(ムラサキイガイの回収・計測調査・粉末化)の委託先 

東洋建設㈱大阪本店、日本ミクニヤ株式会社大阪支店 

◇試験(産卵鶏の飼料としての効果の検討、産卵鶏の糞の肥料としての有効性の検討)の委託先 

大阪府環境農林水産総合研究所食とみどり技術センター環境研究部 

◇ムラサキイガイを飼料・肥料として供給するための事業の仕組みづくりにあたっては、多様な関係

機関にヒアリングを行うとともに、大阪湾広域臨海環境整備センター(地方公共団体181団体、港湾

管理者4団体が出資している広域臨海環境整備センター法に基づく組織)の協力を得て行う。 

 

海域からの
ムラサキイガイの回収

飼料・肥料としての加工
（乾燥・粉末化）

産卵鶏のエサとしての
有効性の検証

産卵鶏の糞による野菜等の
栽培実験と有効性の検証

野菜等の肥料とする際の
他肥料との混合割合の把握

法制度上の問題点とその解決策

飼料・肥料の利用者のニーズ

ムラサキイガイの回収～飼料・肥
料としての供給に係るコスト試算

関係機関との協議 供給体制づくり

専門家・
関係機
関・農畜
産業等
に対する
ヒアリン
グ調査



 

 
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） 

◇近年、世界的に飼料・肥料の枯渇化が懸念され、輸入飼料・肥料の価格が高騰してきており、

大阪湾をはじめ国内各地域の内湾に無尽蔵と言えるほどにも存在するムラサキイガイを飼料･

肥料として利用することは、海域環境改善にとって有効であるのみならず、国内資源の有効利

用と産業の振興、循環型経済社会づくり(海域から陸域への栄養塩類の還元システムの構築)に

とって効果がある。 

◇湾奧のよどんだ海域の環境改善は、ほとんど手が付けられずに放置されている。ムラサキイガ

イをその海域から取り上げ利用するシステムの構築は、湾奧の環境改善、特に貧酸素水塊の発

生の抑制に関して大きな効果が期待できる。 

⑦ その他・特記事項 

◇生存中のムラサキイガイを海域から取り出すことができれば、環境改善に役立つことが知られてい

るが、それを陸上において利用することに関しては、いくつかの研究が行われているものの、事業

化を前提とした検討が進んでおらず、本プログラムでは、ニワトリの飼料や野菜等の肥料としての

有効性を実証する。また、そこに止まらず、ムラサキイガイを飼料・肥料として供給するための事

業の仕組みづくりを行う。 

◇ムラサキイガイをニワトリの飼料として、その糞を野菜等の肥料として利用すれば、資源のカスケ

ード利用を行うこととなり、資源のさらなる有効利用ができることとなる。 

◇2009年に、ムラサキイガイの含有成分について試験研究機関において分析してもらったが、飼料・

肥料としての成分・安全性に問題がないことが明らかになった。コマツナによる植害試験では、他

の肥料との混合の必要性が示唆された。なお、現在、ニワトリのヒナにムラサキイガイを混ぜた飼

料を与え、成長試験を実施中である。 

 

 

 

 



 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

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２２年にかけて戸田市の実証テストを応援中で

す」。 

４． 平成２０年に古紙の配合未達問題が発生し、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。平成２１年には上記を纏めたものを平成２０年度の

NGO/NPO・企業環境政策提言にご提案申し上げました。さらにその修正版を「

５． ECO JAPAN CUP ２００９」に応募致し、御提案致しました。今回は更に集大成

として 「上質系古紙の回収による古紙の回収率と利用率の乖離の改善による、

環境の改善・国産バイオ資源の確保の具体化を目指して」「地球温暖化防止対

策に対応した紙のリサイクルシステムの具体化・推進法について」と題してご提案

致します、何とか国の政策に取り入れて頂きたいと存じ御提案申し上げる次第で

す。何卒宜しくお願い申し上げます。 
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政策のテーマ 「地球温暖化防止対策に対応した紙のリサイクルシステムの具体化・推進方法について」

 
■政策の分野：循環社会の構築                       

■ 政策の手段：制度の整備及び改正、官民の参加推進。 

現在一般家庭からの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、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ます。分別項目に上質系古紙、ザツガミ系古紙を新設し、分別項目を上質

系古紙、新聞系古紙、ザツガミ系古紙＋段ボール古紙、牛乳パック古紙に改善する共に、紙のリサイクルに係る

国民各位の参加及び関係行政の参加による官民一体により、紙の再生に適した古紙に品質を改善する為の

システムの構築とその推進方法をご提案致します。 

■キーワード 上質系古紙 紙のリサイクル 古紙の品種別回収 リグニン非含有、含有別回収  

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雑誌古紙・その

他のザツガミ（板紙系）として回収されており、その結果、新聞系古紙、板紙原料古紙は余剰になり、上質

系古紙は不足しています。これが古紙の回収率と利用率に乖離が生じた原因と考えます。その改善の為

に、分別項目に上質系古紙、ザツガミ系古紙を新設し、新聞系古紙は内容を改善し、これに従来の段ボー

ル古紙、牛乳パック古紙、を加えた新しい分別項目を構築し、各古紙系別（リグニン非含有・含有別）に古

紙のリサイクルを行うシステムの構築を御提案します。このリサイクルシステムを具体的に実施するに

は、リサイクルに係る国民各位の参加により夫々の役目を履行して頂き、分別・選別法や印刷イン

キの改善など、古紙の再生に最も適した品質に改善をする必要があります。これによって上質系古

紙が大量に活用可能になり、乖離問題も解決でき、古紙の配合増により、化学パルプの国内生産量

を大幅に節減し、植林木使用の節減とその植林地の環境対策への活用を目的にしています。 

（註：リグニンとは、木材に約２０～３０％含まれる茶色化物質で、木材繊維をお互に接着して木

材の強度を維持すると共に、空気や日光に曝された場合木材繊維が傷まないように自ら茶色化して

木材繊維を保護する物質です。上質紙原料の晒し化学パルプでは、漂白工程で殆ど除去されて真っ

白になっています。上質系古紙は印刷インキが十分に除去されれば白い紙に再生できます。） 

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と

考えられます。 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、先ず回収の容易さから、新聞

古紙に上質系のチラシ古紙も一緒に回収する事、上質系古紙が主体の雑誌古紙に板紙系古紙のザツガ

ミ古紙を一緒に回収する事、等が実施され、雑誌古紙が上質系古紙ではなくなっています。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ます。古紙配合率未達問題も上質系古紙が集められなかった事が根底にあると考

えます。環境・資源対策と上記の改善対策の為に、上質系古紙の回収法を確立し、紙への再生を目的に

したリサイクルを国民各位の参加、関係行政の参加により早急に実施する事が必要であると考えます。 

③ 政策の概要 

③ －１．分別項目の新設及び修正と官民参加による紙の品種別（リグニン非含有、含有別）リサイクルシス

テムの構築とその推進法について。 

一般家庭からの古紙の分別項目に「上質系古紙（リグニン非含有の晒化学パルプで抄造した上質紙主体

の古紙）」、「ザツガミ（雑紙）系古紙（リグニン含有、茶色、灰色等の紙袋、紙箱、板紙類、その他雑多な紙

類の古紙）」を新設し、「新聞系古紙（リグニン含有）の内容を新聞古紙及び新聞古紙を主体に使用した中

質系紙類の古紙」に修正すること。「これについては環境省、経済産業省、地方自治体で修正の決定と周

知徹底を行って頂く必要があります。」「地球温暖化防止には全てに優先する課題として待ったなしの高い

目標への挑戦が求められていることを先ず明確にした上で」、「リサイクルを構成する国民各位に具体的に

参加頂き、各々の役目を実施願う必要があることを周知徹底する事」例えば、印刷製本業には、自身の商

品が主体として使用した紙が古紙になった場合、どの分別分類になるかを、記号等で裏表紙等に印刷表

示いただくこと。古紙の排出者（消費者）は、その印刷記号を基に古紙を分別・選別すること。どの分別分

類になるか判断出来ないものは，ザツガミ系古紙として分別すること（リグニン含有紙が極力上質系古紙に

混入する事を防止する為）。印刷業及びプリンターメーカーは脱墨し難いインキの改善を製紙業と協力して

実施すると共に、脱墨困難なインキを使用した場合は、ザツガミ系古紙にとして分別するように表示するこ

と。古紙回収・販売業は、古紙の品質を維持する為に排出者の指導、啓蒙と排出古紙のチェックを実施す

ること。製紙業は、脱墨法の更なる改善や環境改善効果の早期実現に努めること。古紙排出の大元で分

別選別を実施する排出者（消費者）と紙に再生し、環境効果の実現を図る製紙業がこの紙のリサイクルの

重要な役目を果たしており、特に製紙業は紙のリサイクルの要として構成員全てと密接なつながりと協力関

団体名：日本古紙リサイクル研究会 

担当者名：福田 格 



係を保ち、リサイクルの維持に努める必要があります。（註 古紙排出者の重要性：古紙は発生源で分別し

ないと、後工程での分別では多数の人手を要すると共に完全な分別は困難であると思われます。） 

③－２．環境省、自治体、経済産業省の役目 

この紙のリサイクルシステムの出発点である、分別項目の新設及び改善、新システムの概要、目的等を国

民各位への周知徹底を行なう役割と、次に印刷製本業、古紙回収業等には夫々の役目についての指導

や政令等の整備を行なうなどが必要と考えます（地方自治体等での古紙売買の入札制度改善等も含む）。

 ③－３．以上のようにシステムの実施には、官民一体で行なう必要があります 

④政策に実施主体と全体の仕組み（必要に応じてフローチャートを用いてください） 

④ －１．全体の仕組みについては別紙資料１，２に示します。ご参照ください。 

実施を具体的に実効あるものにする対策は別紙資料２．に示すように、国民各位が、従来の古紙の回収に

協力するとの立場から自らが構成員になっている紙のリサイクルシステムへの参加と役割分担をするのだと

の考え方の革新が必要であると考えます。この紙のリサイクルシステムの特徴はリサイクルに係る国民各位

及び所管の行政が各自の担当事項をそれぞれが参画し分担して実施する事にあります。 

④ －２．実施方法 

④－２－１．先ず新しい分別項目及び紙のリサクルシステム構成員の役目と努力目標等の周知徹底の実

施（環境省、経済産業省、各地方自治体、の担当）（製紙連合会、古紙回収促進センター、等業界担当）。

④－２－２．モデル地区を（例えば関東地区、東京都等）を設定して、先発的に実施し、問題点の改善を行

ない、その結果を踏まえて全国に実施する方法も考えられます。 

⑤政策の主体（提携・協力主体の仕組みについてお書きください） 

始動は環境省、経済産業省、地方自治体が主になって国民各位にシステムの概要、目的等の周知徹底と

推進を御願いし、具体的な実行はリサイクルの構成員である国民各位（各町内会員、製紙連合会、古紙再

生促進センター、印刷産業連合会、等）です。以上の官民一体になっての実施を要すると考えます。 

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） 

⑥－１．化学パルプ用原料木材チップが約３８６万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年実績では回収率７５．１％、利用率６１．８％（うち板紙９２．８％、紙４０．５％）で、利用 

率が７０％ に改善出来れば、古紙の使用量が２５４万トン/年増加し、古紙使用増加相当の２０３万トンの 

化学パルプが節減出来ます。パルプ材用木材チップが３８６万トン節減可能になります。森林を保護し、素

晴らしい環境貢献が見込まれます（植林木１０００本＝１１０ｔ/ha/１０年とすれば、植林木３５０９万本/年） 

、植林地 ３５万ha（埼玉県の９２％に相当）の節減が見込まれ、環境目的に活用・転用が可能になります。 

このシステムは、諸外国でも活用可能で、膨大な環境効果が期待できます（中国、アジア諸国など）。 

⑤ －２．上質紙系、新聞用紙系、板紙系（ザツガミ系＋段ボール系）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に係る役目がより明確になることです。リサイクルされる際に

どの分別分類になるかの表示や、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

。紙への再生では、品種別に品質の改善が出来ることです（例えば、上質系の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、段ボールの白化や灰分の改善などです）。更にリサイクル構成員の

役目が明確になることにより、大きな成果を生む可能性があります、例を挙げれば郵便会社によるハガキや

オフィス古紙の機密保持回収や、古紙の回収に白い紙ひもで結束梱包する事などが上げられます。 

⑥－３．品種別古紙リサイクルシステム構築によって、古紙の品質及び古紙を配合した上質紙の国際競争

力の向上が見込まれます。 

⑥－４．古紙利用率が７０％に向上した場合、化学パルプ節減益が３０４．５億円/年見込まれます。 

 LBKP製造比例費が５５円/Kg、上質古紙再生パルプ比例例費が３５円/Kg、黒液代替木質エネルギー費

用を５円/kgと仮定すれば節減益は３０４．５億円／年になります。 

⑦ その他・特記事項 

⑥ －１．機密保護を要する古紙のリサイクル（ハガキ古紙、オフィス古紙、等の古紙のリサイクル）につい

ては、日本郵便会社など機密保持能力を有する企業での回収システムの構築について、当日本古紙

リサイクル研究会の政策提言を本提案とセットで別の表題でご提案致しておりますので、宜しくお取り

扱いの程お願い申し上げます。これにより、上質古紙を主体に使用した紙類では，上質系古紙として

回収できますし、新聞古紙を主体に使用した紙類では新聞系古紙として回収されます。又ハガキ古

紙からハガキ用紙が再生されます。 

⑦－２．これまでにも上質系古紙の回収システムについてご提案しておりますが、何とか実現のキッカケに

でもなればとの思いで集大成として、考え方と具体化法に注力して纏めました。上質系古紙回収の実

現に向けて力を貸していただければと存じます。何卒宜しくお願い申し上げます。    以上。 



 

別紙 資料１．  紙の品種別リサイクルシステム（古紙のリグニン非含有、含有別回収法）             １．

上質系紙類（リグニン非含有、高白系紙）のリサイクルシステム 

                                        

   加工・印刷業等  【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（白色度６５～７０％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％～）   上質用ＤＩＰ         【上質紙主体のチラシ・雑誌・書籍・文書・カタログ・ 

（ＭＡＸ７０％）     コピー用紙・情報用紙、その他高白色度の古紙類（白色度 

     ６５～７０%以上）但し、印刷時に難脱墨性のＵＶインキの 

     【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） 

                        古紙回収・販売業                 古紙回収・販売業 

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

 

２．新聞系紙類（リグニン含有中白系古紙）のリサイクルシステム 

              加工・印刷業等  【新聞紙、中質紙主体の週刊誌・月刊誌・漫画、その他更紙製品、新聞 

古紙主体に配合したチラシ類、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１０～３０％） 新聞用ＤＩＰ     【新聞古紙、中質紙主体の週刊誌・月刊誌・漫画等の古紙、 

            （平均７０～９０％）  新聞古紙主配合のチラシ類、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】                 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）              古紙回収・販売業                  古紙回収・販売業 

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

 

３．板紙系紙類（リグニン含有茶色系古紙）のリサイクルシステム 

                加工・印刷業等  【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％）  板紙用パルプ設備     【紙箱・表紙類、茶色封筒・袋類などの古紙、色紙その他雑多な古 

   板紙系古紙     類、その他分別判断に迷った時の古紙類、背糊にホットメルトを 

（平均９０％）     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】                                 『段ボール古紙として分別・選別』 

（SCP・RGP・GP・ＮＫＰ   板紙系古紙                  （内容は従来の基準通り） 

 ＴＭＰ等） 

     古紙回収・販売業                  古紙回収・販売業 

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

 

４．注意事項 

 各印刷・製本業の方には雑誌、書籍、文書、カタログ等を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について（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 

も考慮）、裏表紙等に表示をお願いしたい。表示法は紙マーク同様の方法を環境・経済産業省で設定願う。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（リグ 

ニン含有古紙が上質系に混入する事を防止のため）。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、従来の分別基準の通りとし変更しない。 

 



 

 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２２年にかけて戸田市の実証テストを応援中で

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。平成２１年には上記を纏めたものを平成２０年度の

NGO/NPO・企業環境政策提言にご提案申し上げました。 

  
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（H20）
円 

スタッフ／職員数        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 



 

提 言  

政策のテーマ  
『年賀ハガキの循環型リサイクルシステムの構築と実践について』 

 
■政策の分野 循環型社会の構築 

・ 

・                       

■政策の手段 年賀ハガキの回収と再生 

・ 

■キーワード 循環型リサイ

クルシステム

の構築 

年賀ハガキの回

収再生 

紙は紙に還そう 協力から参加へ 古紙リサイクル

から紙リサイク

ルへ 

 

① 政策の目的 

 

国民参加による年賀はがきのリサイクルシステムを構築、ハガキからハガキへの循環を実践す

ることにより、環境貢献,ゴミ減,資源の確保に加え、紙リサイクル全体の促進及び資源循環意識

の昂揚と、循環型社会の構築に寄与する。 

② 背景および現状の問題点 

  

現在年賀はがきの発売枚数は,年間約３６．４億枚（約１２，７００ｔ）であるが、使用後の

多は、燃えるゴミと共に廃棄、一部がシュレッダーで裁断もしくは手で破ったのち雑紙と共に古

紙回収にだすなど、人によってまちまちで、機密保護、祝ものとの性格もありその処置に戸惑っ

ている人が多い。その一方ハガキは有価物としての特性から品質上の問題もあり晒しパルプの配

合率は高く,古紙としての価値は高い．従って、年賀はがきの個別回収を行ない,ハガキの処理の

問題を解決すると共に資源として有効活用することは、社会的に極めて有意義なことと考える。

③．政策の概要 

 

１基本的考え 

 出来るだけ多くの人が参加し、その参加を通じ環境に貢献しているとの実感が持てると共に個

人情報が守られるシステムである事が必要である。 

その為には、親しみやすく簡単であると共にシステムも上から押し付けるだけでなく参加者の意

見も取り入れるなど協力から一歩進んで参加が実感されることが求められる。 

 

２．具体的内容 

以上のような考えをもとに具体案を提示したい。 

（１） ハガキの回収―再生-消費を循環型社会構築運動の一端と捉え定着するまで運動として

の展開を図る。 

（２） 主体者は日本郵政会社とし郵便局に回収専用ポストを設置する。 

（３） 回収期間を定めＰＲに務める。 

（４） ハガキ再生に際しては、再生を担当する会社と秘密保持の方法他再生に関する取り決め

を結ぶ。 

（５） ハガキの回収に当っては、禁忌品、再生に適さないハガキの混入防止など注意事項の徹

底を図る。 

（６）参加意識を盛り上げる為、一般から運動のネーミング、実施に際しての意見、改善案など

   意見の吸い上げを行なう。 

（６） ハガキ古紙の益金は、リサイクル促進のための運動に活用する。 

 （註）運動について一例 

団体名：日本古紙リサイクル研究会 

 
担当者名：町田正三 



 

   “ハガキはハガキに還そう”とのスローガンを掲げカエル運動と命名し活動を展開する。

 それにもとづき回収ポストをカエル型のものにするなども考えられる。 

 

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．実施方法 

  

（１）ハガキの回収    廃棄予定の年賀ハガキを郵便局にもちこみ込み 

予め設置した回収用ポストに投函する。 

↓       オフィイスの場合大量であれば、その引取りについて郵便局と 

個別に交渉する。（郵便局） 

回収されたハガキを製紙メーカーへ 

 

    

（２）ハガキ用紙製造   ハガキ古紙パルプ使用のハガキを品質基準にもとづき製造 

    ↓       （製紙メーカー） 

 

（３）ハガキ製造     ハガキ用紙を用いハガキ製造（日本郵政会社） 

       ↓ 

（４）ハガキ販売     ハガキ販売（郵便局他）  

       ↓ 

（５）ハガキ受発信      受信後のハガキ不要品として纏める。（家庭、会社団体） 

       ↓ 

    （１）に戻る 

 

注１ 回収過程で年賀ハガキ以外のハガキ又は一般封書便などの取扱をどうするかという問題が

生ずるが、一般の上質紙のハガキはみとめるとしても封書の回収は古紙品質の問題もあり別

途ハガキ回収が定着した時点で改めて検討する事が望ましいと思う。 

  

２ 機密保持の方法,分別のあり方他循環の過程で生ずることが想定される問題については関係者

間で協議の上決定する、（製紙会社で行なっている機密書類の処理方法などが参考になると

思う。） 

 

⑤．政策の主体（提携・協力主体の仕組みについてお書きください） 

年賀ハガキのリサイクル（循環）システムと考えた場合その循環に直接関与した団体個人は参加

者とみた。 

 

政策の実施主体    日本郵政会社 

 

参加         ハガキ用紙メーカー 一般市民 会社、団体 

 

 

協力  国土交通省  経済産業省  環境省  製紙業界  古紙回収業界 

 

     諸環境団体 

 

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社会的効果 

（１） 年賀はがきの処理方法の明確化による戸惑いの解消 

（２）ハガキからハガキへの循環型リサイクル実践による循環型社会への自覚 

（３）紙リサイクルへの積極的参加を通じての環境意識の昂揚｛牛乳パック回収運動での実 



 

績実証済み） 

 

２環境的効果 

（１）ゴミの減少 

 

（２）木材資源の保護―それにともなうＣO２の発生抑制 

 

３ 経済的効果 

（１）はがき古紙の資源化 販売益    約１億 回収率 ７０％と推定 

                        １３，０００ｔ×７０％×１０円 

                         （諸経費古紙代金に含む） 

 

 

（２）ゴミの減少    処理費の減少  約６億 減少率 ７０％と推定      

 

                  

 

⑦その他・特記事項 

 

 

リサイクルに関し紙は珍しい存在である。それは自己循環で成りたっており何回も再利用されると

いうことである。 

即ち紙は紙に還り紙として何回も使われる。他のケースを考えてみよう。例えば石炭､この燃えカ

スはセメントが原料として活用する。身近なペットボトル、これも別の用途の原料である。即ち製品

と再利用とは別であり、その結果そこでリサイクルは完結してしまう。 

紙は違う。紙の製造とその使用後の再利用は自分の問題でもあるのだ。 

しかし現実にそのような認識のもとに紙を扱っているかというとそうともいえない。 

ハガキの場合でも再生紙としてリサイクルへの協力を明らかにして販売したが、古紙を原料として使

うということにとどまり、ハガキ古紙は使われていない。ハガキの回収システムがない以上、他の製

品からの古紙を使わざるを得ないのである。 

リサイクルを古紙から考えれば、紙を使った人がそれを古紙として資源化することから始まるので

あり当然と言えよう。しかし紙を紙に還すという紙の段階から考えることになれば違ってくる。回収

にも考えを及ぼさざるを得ないのである。 

このように考えると､年賀ハガキの問題は､単にハガキの資源化ということだけではなく、紙のリサ

イクルのあり方、考え方全体にも大きな示唆を与えていることなのである。 

循環型社会とは､生産したものを消費ですぐに完結させず､出来るだけ活用しようと言うことだと

思う。 

紙は、誰でも扱う生活に密着した商品である。古紙が紙の主原料となり､環境問題が大きく取り上

げられている今日､自己循環､再利用が何回も可能であるという紙の特徴を再認識して、リサイクル 

のあり方を纏め多くの人が理解し実践することは、紙のリサイクルの発展を促すだけでなく循環型

社会形成のためにも必要なことと思う． 

 その一つの鍵は“古紙リサイクルから紙リサイクルへ”である。 
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