団体・組織の概要
団体/会社名

※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。

特定非営利活動法人
環境 ISO 自己宣言相互支援ネットワーク JAPAN

代表者

理事長

所在地

〒
524-0011
滋賀県守山市今市町１３９−４
TEL: 077−582−7283
FAX:
Ｅ-mail: iso@selfdecl.jp

設立の経緯
／沿 革

団体の目的
／事業概要

清水

博

担当者

清水

博

077−582−7283

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

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

・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
活動・事業実績
・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
(企業の場合は
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
環境に関する
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
実績を記入)

・ 「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。
・ 「生ごみの自家処理奨励策のキャンペーン及び全国の首長への提言」という活動に
ついて独立行政法人環境再生保全機構に平成２３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
設立年月

http://www.selfdecl.jp

平成１３年１０月

資本金/基本財産
（企業・財団）

＊認証年月日（法人団体のみ）
０

スタッフ／職員数

組

織

個人会員

１５名

円

活動事業費／
売上高（H21）
２名 （内 専従

法人会員

平成１４年１月１４日

２名

１８１千円
１名）

その他会員（賛助会員等）

０名

提 言
政策のテーマ

新法制定による家庭生ごみの自家処理の促進

■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（生ごみの自家処理促進制度）
・組織・活動(住民･自治会･自治体)
■キーワード

生ごみ

自家処理

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 清水 博

EVABAT

住民

自治会

① 政策の目的
｢生ごみ自家処理促進法｣を制定し、「生ごみは出さない、溜めない、運ばない、燃やさない」と
いう理念のもと、循環型社会形成及び二酸化炭素排出抑制に資する排出者自身で「生ごみの自家処
理」をしてもらえる環境を整え、もって政府の掲げる25％削減目標の達成に寄与する。
② 背景および現状の問題点
生ごみ処理に関する法令がないため、自発的に条例（例えば、生ごみ自家処理条例）を制定して
住民に自家処理を奨励している自治体は見当たらない。
ダンボールコンポストの普及に力を注いでいる自治体でも、その｢ごみ処理条例｣は生ごみの自家
処理について言及しておらず、生ごみは焼却ごみとして取り扱われ、CO2 排出抑制、循環型社会推
進に沿わないごみ処理施策になっている。
自治体でごみ減量に推奨されている電気乾燥式生ごみ処理機では 10kg の生ごみの水分の気化エ
ネルギーで 3,456kg の二酸化炭素を放出するので生ごみの自家処理用として適当でない。
生ごみを土に直接土に還すほか、徐々に自治体で生ごみのダンボールコンポストの関心が高まっ
ているが、生ごみの自家処理が自治体のごみ処理統計に算定されておらず、関わっている住民の努
力が報われず、自家処理のインセンティブが働かない。
③ 政策の概要
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二条の三に規定されている国民の責務「生じた廃棄物をな
るべく自ら処分すること」を「生ごみ」にも適用し、新法で「生ごみの自家処理」について定義す
る。
自治体の生ごみの焼却処理行政を自家処理促進行政に転換させ、生ごみを堆肥化の資源として活
用する循環型社会形成に役立て、従来のような家庭ごみの収集・運搬・焼却に係るごみ処理経費の
節減、二酸化炭素排出抑制を促進する。
生ごみの自家処理に伴い世帯の焼却ごみに混在している雑紙等の再資源化を促し、純然たる焼却
ごみを１／３以下に減量することを推進する。
最も環境負荷の小さいバイオ式生ごみ処理装置による減容・堆肥化を生ごみ EVABAT として定義し、
EVABAT 基準を定めると共に EVABAT 装置の普及促進制度を導入することができるようにする。
（EVABAT：Economically Viable And the Best Available Technology）

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）
国は｢生ごみ自家処理促進法｣（仮称）を制定する。
自治体は法を受けて次のフローチャートのようなスキームを運用する「生ごみ自家処理条例」（
仮称)を制定し、施行する。

生ごみの自家処理奨励スキーム
EVABAT 装置
製作事業者

発注

納入

自治会･NPO/
市民グループ
自家処理指導

経費交付

申請
認定･認証機関
事業者認定
機器認証
処理状況
等の届出

機器支給
指導・支援

統計情報

自治体
自家処理推進担当の設置

住
民
生ごみ
自家処理世帯

スキームのキーワード
自家処理の方法
自家処理装置等の入手方法
自家処理マイスターの育成
世帯が行う自家処理状況の把握
生ごみの再資源化、二酸化炭素排出抑制量の把握
EVABAT 生ごみ処理装置

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）
この提言が採択された場合
国民が生ごみを自家処理する。
自治会、ＮＰＯ又は住民グループは自家処理に係る必要十分な支援を行う。
自治体は住民が自家処理しやすくする「生ごみ自家処理条例」（仮称)を制定し、施行する。
国は自治体が生ごみの自家処理を促進する環境を整えるのを促す｢生ごみ自家処理促進法｣（仮称）
を制定する。
この提言及び⑦に示す独立行政法人環境再生保全機構に提出した平成２３年度地球環境基金助成金
交付要望書の採択がなかった場合
⑦に示す「生ごみの自家処理奨励策のキャンペーン及び全国の首長への提言」のとおり限定的規
模で１０市町に上記スキームの運用をお願いする。
関心の高い自治体、市民グループ，ＮＰＯとネットワークを形成し、報道機関の協力を得て国民
運動を展開する。

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）
生ごみ一万トンを燃やさなければ、生ごみの水分を気化させる必要がないので３,４５６トンの二酸
化炭素を排出しなくてすむ。
わが国の家庭生ごみの総量をおよそ年間１０００万トンとし、５０％が自家処理されると仮定した
場合、３,４５６トン×５００＝１７２．８万トンの二酸化炭素を排出削減できる。
焼却ごみの組成は、１／３が生ごみ，１／３が雑紙、１／３が純然たる焼却ごみである。
生ごみの自家処理促進で、５００万トン×２／３＝３３３万トンの生ごみと雑紙の再資源化で循環
型社会推進に貢献でき、焼却ごみ減量に伴いごみ処理経費が節減でき、軽減される経費を自家処理奨励策に
充てることにより住民による自家処理に報いることができる。

自家処理を支援する自治会・住民グループを中心として地域コミュニティーが再生できる。
自治体が管理するごみ焼却炉等の耐用年数を延ばすことができる。
自治体が財政破綻したときでも住民の皆がボランティア精神を発揮しＤＩＹとして家庭ごみを自家
処理できるようにすることができる。

⑦ その他・特記事項

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、結果をやさいくる委員
会のWebページに公開している。
また当団体は平成２２年度に「守山市市民提案型まちづくり支援事業」に参加し、支援金１５万
円を受けて「生ごみＤＩＹの普及を目指すＥＶＡＢＡＴの開発」というテーマで活動した。
この活動の結果を基礎に、当団体は「生ごみの自家処理奨励策のキャンペーン及び全国の首長へ
の提言」という活動について、独立行政法人環境再生保全機構に平成２３年度地球環境基金助成金
交付要望書を提出した。
その中で、
「1750 の市区町村へのアンケートにより生ごみの自家処理奨励施策をキャンペーンし、
この施策を運用するモニター市町を募集し、目標２００の市町に上に掲げる有効性、経済性及び必
要性の実証モニターをお願いする。
（採択がなければ２５市町）
EVABAT 生ごみ処理装置及びその供給事業者の基準適合性認証・認定システムを確立し、このシス
テムの運用を NITE 独立行政法人 製品評価技術基盤機構の機能に委ねる仕組みを構築し、EVABAT 機
器の普及を図る。
モニター市町のうち１００市町に平成２４年度から「生ごみ自家処理条例」を施行して貰う。（採択がな
ければ１０市町）」としている。

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
代表者

所在地

設立の経緯
／沿 革

団体の目的
／事業概要

ＮＰＯ法人
阿部

眞也

エコネットふくおか
担当者

小出

まずる

〒812-0051
福岡市東区箱崎ふ頭４−１３−４２
TEL:092−642−4641
FAX:092−642−4598
Ｅ-mail:info@econet-fukuoka.com

平成 12 年 4 月：福岡市が市の施設リサイクルプラザの企画運営に関わる市民ボラ
ンティア団体を募集。6 月：募集に応じたボランティアで活動開始。
12 月：設立総会（12/13）福岡県 NPO 法人認証申請（12/13）
平成 13 年 1 月：任意団体として、福岡市とリサイクルプラザ（仮称）事業企画
運営業務委託契約を締結(1/9)。3 月末のオープンに向けて広報展示物作成、研修
等の準備開始。3 月：NPO 法人設立認証(3/6)。登記、法人設立(3/22).
臨海リサイクルプラザ開館（3/28）開館記念行事の開催、本格的な活動開始。
4 月：NPO 法人として、福岡市と臨海リサイクルプラザ事業企画運営委託契約を締
結(4/1)
循環型社会をめざした３Ｒ推進に関して、福岡市民自らが語り合い、学び合い、
考え、活動するための機会を創出し、行政・企業と協働して資源・エネルギーの
循環を考えたまち「福岡」を創っていくことを目的とする。

廃棄物の減量及び資源の有効利用に関する情報及び体験の場を市民に提供するこ
とにより、その意識の啓発を図るとともに自主的な活動を支援し、資源循環型の
形成に資するための活動を推進する。
＊リサイクルギャラリーでの環境をテーマにした展示。
＊体験コーナーでの裂き織りコースター作りや雑紙の紙すきでハガキ作り体験。
＊教室、講座の開催（100 講座強）
・不用になった古布を利用した「古布ぞうり作
り」・不用布の「裂き織り」、「古着リフォーム」・使用済み油の「リサイクル石け
ん」・無農薬米の「エコクッキング」・生ごみと落葉や竹のすりつぶしの堆肥を作
り、田畑へ還元、収穫への循環を学ぶ「生ごみリサイクル」
・カレンダーの裏利用
・「おもちゃの病院」等々を定期的に開催。
活動・事業実績 の「のびのび絵画教室」
(企業の場合は ＊情報・広報（情報紙・会報紙・ＨＰ・図書閲覧・ビデオ貸出）
環境に関する ＊資源回収（古紙・衣類・蛍光管・白色トレー・牛乳パック）
実績を記入) ＊持込家具の修理、販売（家具・図書・衣類・雑貨）
・まな板削り、再生。
＊イベント開催（３Ｒ推進をテーマにした元気フェスタ・フリーマーケット）
＊出張講座、講師派遣（３Ｒの推進と提案）
＊マイバッグ推進ふくおか市民の会の事務局。福岡市，スーパー、市民の三者会
議によるレジバッグ削減協定。

ホームページ http://www.econet-fukuoka.com
設立年月

平成 13 年

３月

資本金/基本財産
（企業・財団）

円
スタッフ／職員数

組

織

＊認証年月日（法人団体のみ）13 年

個 人 会 員
名

124

活動事業費／
売上高（H20）
４名 （内 専従

法人会員

3月

名

６日
40,000千円

４名）
その他会員（賛助会員等）

1３名

提 言
政策のテーマ

目指せ循環型社会！落ち葉を田畑に還そう・生ごみリサイクルも OK

団体名：NPO 法人エコネットふくおか
■政策の分野
①循環型社会の構築
担当者名：小出 まずる
・持続可能な資源循環型の地域社会
■政策の手段
⑤施設等整備
・ 地域社会の公営公園にコンポスト設置（腐葉土づくり）
・ モデル公園に環境機器（すりつぶし機）設置（堆肥づくり）
■キーワード 循環型社会
落ち葉コンポ
生ごみリサイ
堆肥づくり
スト、腐葉土
クル

① 政策の目的
公園や街路など身近にある落ち葉がごみとして収集され、焼却されている現状を鑑み、直接的に
ごみ減量を図るために「生ごみリサイクルの堆肥づくり」の基材として有効利用する。合わせて
生ごみリサイクルからできた堆肥を還元することで循環型社会を構築していく。落ち葉を田んぼ
に還すことも薦められるとよい。（樹木の消毒されていないことが条件）
② 背景および現状の問題点
街や公園の植栽については緑の恩恵として理解されているが、落ち葉になると邪魔者扱い、極端
になると公園等に隣接した住民からは伐採して欲しいとの依頼があるほど。公園等の植栽を管理
（守り人）している状態が市民に見えていないのが原因。幼児期から公園内の樹木等の植生に接
することで自然との共生が理解できると思われる。公園に関わる行政、関連業者や市民を含めて
一体化したシステムを構築する必要性がある。

③ 政策の概要
ステップ１：行政サイドで公園内に落ち葉用のコンポストを設置、関連業者による落ち葉収集、
コンポストへの投入。市民（ボランティア）による天地返し作業等による堆肥づくり。出来上
がった堆肥は公園の樹木や花壇の有機肥料として還元。落ち葉を有効利用することで二酸化炭
素を放出して焼却されていた「ごみ」でなくなるだけでなく、循環型社会として自然環境との
共生が図れる。熟成途中の落ち葉も市民が自由に自宅へ持ち帰ることができるようにすれば畑
や花壇によし。「生ごみリサイクルの堆肥づくり」の基材としても活用でき、家庭の生ごみも
削減できるので幾つもの効果が期待できる。
ステップ２：循環型公園のモデルケースとして、落ち葉から腐葉土、堆肥づくりへの行程を短縮
することで市民がより身近に参加しやすい仕組みを作る。ステップ１の場合、落ち葉が熟成し
て腐葉土になり堆肥化していくには約３〜６ヵ月を要するので、市民の関わりも長期間の拘束
になり日常的に参加しにくい面がある。この問題の解決策として、すりつぶす機能を持った機
械の導入が考えられる。収集した落ち葉をその機械に投入すれば、瞬時に粉末状態で袋に入れ
、湿気があればすぐさま発酵し、畑地にすぐ戻せる。容量も三分の一程度になり扱い易い。も
ちろん市民も持ち帰り易くなることで「ごみ」でなく「資源」としての活用で「ごみ減量」意
識も高まると思われる。

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）
落ち葉のすりつぶしから生ごみ
リサイクルで持続社会の循環型
社会へ。

行政（公園管理者）
・ 公園管理＆機器購入（モデル公
園）の費用について予算化。
・定期的な広報活動

関連業者（委託会社・機器メ

市民（ボランティア）

ーカー・研究所・農業生産）

・生ごみリサイクル相談会

・落ち葉の定期的な収集

・コンポストの管理

・コンポストの設置、管理

・堆肥の還元、花壇・田畑等

・すりつぶし機械の設置、管

・農業体験

「ごみ」から「資源」へ
・自然と共生した社会づくり
・二酸化炭素の削減
・ごみ減量への道しるべ
落ち葉の集まった所を自由に市民が持って行けること
にするのはどうでしょうか。間で、天地返し等を市民が
進んですることにします。
樹木も命の循環を市民が見られるようにしたらよいと
思います。自分の家の畑に入れることで利用できるよう
にすれば、公園にとって焼きごみの費用も必要でなくな
り、畑は有機栽培です。
皆（市民を含めて）の癖になってしまった「捨てる」
とか、「焼きごみ」にするという段階を、改めて考えてい
く政策と仕組みが不可欠です。
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：NPO 法人

エコネットふくおか

・政策実施について、提携、協力団体のネットワークづくり及びコーディネート
・生ごみリサイクル活動への参加、相談会実施。

提携（行政）
：福岡県・福岡市・福岡市東区役所

提携（民間）
：西邦機工株式会社（福岡県大野城市仲畑１４−１４）
株式会社サンケンエンジニアリング（福岡県糟屋郡篠栗町尾中字七苫５０１−１）
株式会社小山千緑園（福岡市東区若宮５−９−８）
松熊農塾（福岡県嘉麻市漆生２５２０）
銘建産業株式会社（福岡市博多区板付６−１３−８）
福岡県下 NPO 団体

協力

福岡市民、ボランティア
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）
[事例]
＊福岡市

東公園（7 ヘクタールの総合公園）

公園内の落ち葉の処理（減量）について、現状及び期待される効果
現状（収集回数、容量等）
１．焼却場への持込回数（年 12 回、月平均 1 回）
1 回当り容量：3ｔ（１ｔ車―3 台）
輸送費（人件費・燃料費）
：1 回当り 27,500 円

焼却費：１ｔ−14,000 円

年間：容量・・36ｔ、費用・・498,000 円
２．サンケンエンジニアリングへの持込回数（年 12 回、月平均 1 回）
１回当り：30ℓ ×40 袋
年間：容量・・12 t

1,200ℓ （約 1 t）

費用・・60,000 円

３．エコネットふくおかへの持込回数（年６回、月平均 0.5 回）
1 回当り：30ℓ ×30 袋

900ℓ （約 0.9t）

年間：容量・・5 t 費用・・30,000 円
４．公園内でのコンポスト（５㎥×２基）
年間：容量・・8ｔ
年間総容量（落ち葉）
約６1ｔ（内焼却されている落ち葉

３６ｔ）

従来は２、３項目についての取り組みが出来ていなかった為、３０t 強の落ち葉が
焼却処分されていた。２２年度に入り、「循環型社会」をキーワードにした協力団
体とのネットワークを図ることで、直接的なごみ減量はもちろん、焼却場から発生
二酸化炭素の減量にも結びつく結果にいたっている。
今後、地域社会の公営公園への広がりをつくっていくためには、落ち葉減量のモデル
公園として、提携・協力団体（行政・民間企業・市民等）の経費の負担等を含めて諸
問題を解決していく必要がある。
ステップ１は、４の公園内コンポストの設置増設による落ち葉減量。公園管理者の
積極的な関わりとともに市民（ボランティア）への啓蒙とあわせて取り組んでいく。
ステップ２では、落ち葉から腐葉土、堆肥づくりをシステム化するためにすりつぶし
の機械を導入。焼却している落ち葉は「ごみ」でなく「資源」として活用することで
循環型社会を目指していく。

⑦ その他・特記事項
＊ 資源としての「竹」の有効利用（落ち葉と同様に）
竹は毎年生えて来るありがたい資源です。この竹に関し
ては、竹林を消毒されるのを聞いたことがないという確信
があり「生ごみリサイクル」の基材として使用しています。
竹のすりつぶしとは、竹を４，５ｃｍぐらいに破砕し、
それをミンチ機（大きな機械）にかけ、すりつぶして 80℃
という温度で抹茶色で出てきます。この時、乳酸も出ると
聞いているので匂い取りもするということです。
竹のすりつぶしと収穫した野菜の屑、草や生ごみとの堆肥
を作っています。自家畑、借り畑、2 反弱の田んぼには、今

竹のすりつぶし（マッシュバンブー）

までとても堆肥は、足りてはいませんでした。落ち葉はそれ
だけでも堆肥ができますが、竹のすりつぶしとまぶしこんで、
積んで山にして熟成し畑に鋤きこめば土はふかふかとして
きます。
これは、はびこる竹の整備でもあり、生ごみ減らしでもあり、
循環を実感しながら、無農薬米を収穫できます。その上、竹
は稲科とわかり、稲作になお、よしというわけです。
コンポスト基材の違いによる小松菜の育ち
左：竹堆肥・中：無堆肥・右：木堆肥肥

伐採した竹で作ったコンポスト

落ち葉や竹をすりつぶす機械（ラブ・マシーン）

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。

NPO 法人北九環浄研

団体/会社名
小倉

代表者

所在地

久秀

担当者

〒 ８００−０２０４
福岡県北九州市小倉南区中吉田６−１２−１５
TEL:０９３−４７４−１１１７FAX:０５０−３７３７−４６３３
Ｅ-mail:ogura@kitakan.org
美しい地球を子供達に！体験させよう＆引き都合をスローガンに自然体験活動、
生ごみの堆肥化、雑草の堆肥化で温暖化防止に貢献、森-川-海へ水質浄化、生態
系改善を目的に子供達の環境教育を兼ねて活動を推進しています。

設立の経緯
／沿 革

１車椅子障害者の海水浴体験活動
２
団体の目的
／事業概要

3

雑草、生ごみ堆肥化活動
竹林整備＆山-川-海へ水質浄化＆生態系改善活動

４

炭によるエコ障害者の仕事作り活動

５

バイオ炭の普及活動による環境保全型農業の推進

森―川―海の浄化活動（ステップアップ助成事業）
雑草堆肥化活動(ザボデ―ショップ助成事業,油研エンジとの協働事業)
障害者の海水浴体験活動
環境教育(助成事業)
活動・事業実績
(企業の場合は
環境に関する
実績を記入)

ホームページ http://kitakan.org/
設立年月
資本金/基本財産
（企業・財団）

組

織

１８年

３月

＊認証年月日（法人団体のみ）

１９

年

８

月３０

活動事業費
６２６，８６９
円 ／売上高（H ４、０４５，０００円
20）
スタッフ／職員数
３
名 （内 専従
１ 名）
個人会員
１ 法人会員
０
その他会員（賛助会員等） ３０
２
名
名

日

名

提 言
政策のテーマ

バイオマスの炭化事業促進とバイオ炭で温暖化防止
団体名：NPO 法人北九環浄研

■政策の分野
①循環型社会の構築
・・
②地球温暖化防止
■政策の手段
②制度整備及び改正
・
⑤施設等整備・
■キーワード

焼却廃止

担当者名：小倉

バイオマス資
源化

粉炭

久秀

土壌、水質浄化 CO２削減

① 政策の目的
未利用バイオマス材は殆ど焼却処分されるか 山林に放置されているが、大型の効率的な平炉式
炭化炉を設置しでゴミ焼却場と同じシステムで回収し、炭化物として資源化し、石油資源に代わ
る資材、土壌改良材、水質浄化材、酸性雨対策材、建築材料、食糧添加材等に活用していくシス
テムを構築して環境問題を未利用バイオマスの日本の古来技術炭化物の活用で解決していく。
② 背景および現状の問題点
間伐材、竹材等の山林に由来するバイオマス材は伐採、搬出のコスト高及び活用用途の未開発に
より 放置され叉ゴミとして焼却処分されております。
日本古来の炭は海外からも注目されてきましたが土壌改良、環境浄化材、特に酸性雨対策に有効
であり、炭が大量に安価に供給出来る体制が確保できれば、用途も拡大する事が予想されます。
現在 最有力な島根県の山奥で開発され稼働しているプール式炭化炉は大量に安価に高品質の
活性粉炭が製造できますが、大量にバイオマス材を集荷し、販売活用するシステムを構築するに
は個人事業では困難であり、国の政策支援が必要と考えます。
③ 政策の概要
１

島根県 山本粉炭工業で開発され運用されているプール式炭化炉の性能、機能、仕様を客観
的に調査分析し、温室効果ガス排出削減システムとして国の求めるシステムに該当するか調査
する

２

バイマス炭化製造システムを設定する。

３

バイマス材のゴミ焼却場での焼却を禁止する。
個人、民間での焼却処分は禁止されている

４

バイマス炭化製造システムの

５

各地方自治体に設置の検討を要請する。

設置についての国の支援策を検討頂く

６バイオマス炭普及会等に依頼し日本、世界にPR普及していく
７

日本古来の炭化技術を東南アジア、他海外に広め

地球温暖化に貢献していく

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

島根

山本粉炭工業でプール式炭化炉の視察見学会を実施

２

研究機関、大学とうにて

３

研究機関、大学にてプール式炭化炉のCO2削減効果、経済性評価を実施する

４

標準モデルプール式炭化炉の設置を行い

５

各地方自治体への設置を推進

プール式炭化炉の炭化物、廃出物等の調査を実施

実証試験を実施

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）
１

実地主体

２ 協力団体

NPO法人北九環浄研
（有）山本粉炭工業

九州共立大学

＆

島根県石見地区バイマス事業化プロジェクト

総合研究所

日本バイオ炭普及会
特定非営利活動法人
九州工業大学

エコネットふくおか

生命体工学研究室

（マレーシヤに技術輸出を計画中）

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 活性粉炭が大量に安価（市価の１/4）に 入手出来る。用途開発が進む
２ 放置林の伐採材が有益資材になり、農山村の活性化につながる
３ 野焼きや ゴミ焼却炉で燃焼が無くなりCO２削減に貢献
４ バイオ炭埋設農法に本格的に導入が可能となり、無農薬、無化学肥料栽培に転換出来る
５ バイオ炭埋設により炭素の固定化になり CO２削減に貢献
６ 活性粉炭による６次産業化が可能となり、雇用確保につながる
７ 石油代換え材となり持続できる資源が確保できる
８ 日本古来技術の海外への技術指導、輸出が可能となり、経済活性化に貢献
９ 環境浄化材として多量に使用が可能となり、水質、土壌浄化が進む。
１０ 炭素材の商品開発が進む

⑦ その他・特記事項
バイオ炭の海外の関心が高まり
日本バイオ炭普及会が主催

本年９月に京都でバイオ炭の国際会議が開催されます。

島根県 益田地区では １８年近く
農業、漁業、畜産、工業製品等 の

山本粉炭の 炭で地球を守ろう
炭関連産業が誕生しています。

活動が実り

北九環浄研では北九州市門司区猿喰にて活性粉炭を利用して水質浄化活動を実施中です
土壌改良に活性粉炭を活用した 島根のバイオ炭埋設農法の説明会を猿喰で実施しました。
猿喰にプール式炭化炉を設置して地産地消のバイオ炭活用を検討しましましたが、制度の改革
が必要と感じ 今回提案しご検討頂く機会が持てる事を希望しております。

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。

環境団体

団体/会社名
代表者

所在地

設立の経緯
／沿 革

団体の目的
／事業概要

中村

諏訪湖浄化推進「和限」

義幸

担当者

〒 393-0081
長野県諏訪郡下諏訪町社 214-7
TEL: 090−9358−4120
FAX:
Ｅ-mail: attvs@wave.plala.or.jp

中村

義幸

0266−27−6716

H15 年長野県諏訪建設事務所の協力の元、諏訪湖の水草堆肥づくりを始める。
H15 年〜H18 年まで、岡谷市東掘で行う。
（植生堆肥
約 25m³処理）
H18 年岡谷市長地権現町へ引っ越し 災害片づけ協力
（ 約 32m³処理）
H19 年
（花壇づくり 2 ヶ所 信大実験（長野県協力）約 326m³処理）
H20 年
（花壇づくり 3 ヶ所
植生堆肥
約 38m³処理）
H21 年
（花壇づくり 6 ヶ所
植生堆肥
約 220m³処理）
21 年〜 諏訪市草類堆肥化委託事業始まる
H22 年
下記に記載
・水生植物、刈り草を堆肥に変え元に戻す循環型環境社会の構築の推進
・河川、湖の浄化の推進
・公共施設（学校、福祉施設）の花壇づくりによる環境美化の推進
・堆肥利用による安全、安心な農産物づくりの推進
・上記活動による温室効果ガス削減の推進

平成 22 年度の実績
・諏訪市委託・長野県、漁業組合、ボランティアへの協力で水生植物、刈
り草、堆肥化処理 約 93t
・地域学校との花壇づくり、ハーブ製品づくり交流 5 佼 協力 2 佼
・堆肥利用
福祉施設 2 ヶ所
個人、団体 5 ヶ所
・温室効果ガス削減は
活動・事業実績
堆肥化で焼却に比べて 20t 諏訪湖でメタン分解に比べて 152t 削減
(企業の場合は
堆肥利用で、5t 化学肥料削減で、亜酸化窒素 CO²換算 35t 削減
環境に関する
花壇づくりラベンダー300 本 1 年成長で、56700g 削減
実績を記入)

ホームページ
設立年月

2005 年

12 月

＊認証年月日（法人団体のみ）

資本金/基本財産
（企業・財団）

組

織

円
スタッフ／職員数
個人会員

名

月

日

活動事業費／
売上高（H20）

5 名 （内 専従
法人会員

年

名

円
名）

その他会員（賛助会員等）

名

提 言
政策のテーマ

循環型環境社会の構築で温室効果ガス削減

■政策の分野
・循環型社会の構築
・自然環境,空気,水,土の保全
■政策の手段
・法律 制定、改正
・環境教育、ESDの推進
■キーワード

河川、湖浄化

団体名：諏訪湖浄化推進「和限」
・地球温暖化の防止
・環境ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ
・施設等整備
・組織、活動
循環型社会

担当者名：

中村

義幸

・地域活性化と雇用
温室効果ガス

農,山の再生

環境教育

① 政策の目的
先人の知恵と現在人の知恵を合わせ、安定した食料生産と、炭素保全による温室効果ガスの削減
の確立を進め、これからの未来を担う若者、障碍を持った方とのコラボによる未来づくりの構築
を進めて行きます。
② 背景および現状の問題点
・世界的な異常気象、人口増加により、在庫食料の減少する中で、国内ではカロリーベースで、
40％を切りましたが、今大きな問題として、仮想水、飼料、肥料(特にリン)があります。
・今世界は、温暖化により、メタン放出などで、ドミノ的に環境異変が続いています。 太古40
%あったと言われたCO²が石油、石炭、メタンとして保全されてきた物が放出されています。
今炭素保全を担っている山林においても、荒廃、放置木等による害虫、源水、等があります。
・農地の問題として、化学肥料等による地力の低下、放棄農地、農業の担い手など、これからの
日本の安全、安心な農産物づくりが求められます。
③ 政策の概要
・長野県、地域市町村の協力を頂き、水生植物、刈り草、落ち葉などによる堆肥づくりの推進
(課題:堆肥ヤード拡大と特殊堆肥法をクリヤーなど)
・諏訪湖水草(ヒシ等)の間引き植物の堆肥化を進め発生元である。 農山地へ戻すことで、山地
植林時使用による荒廃防止、農地の化学肥料削減による河川、湖浄化の推進
(実行:今現在漁業組合,諏訪市,県の協力で行っている,他の市町に広げていく必要あり)
・地域学校を中心とした公共施設での堆肥、ラベンダーなどハーブを中心とした花壇づくりと、
ハーブを利用した製品づくり交流など環境美化、炭素保全の推進
(実行:昨年は5ヶ所で行った今年も5〜7ヶ所を予定)
・福祉施設協力として、堆肥利用の農園づくりの土づくりを行っている。昨年は2ヶ所で行われ
たが今年は、4ヶ所で行う予定、土づくりと障がい者雇用の推進
・地域農家と堆肥利用の土づくりと安全、安心の農産物づくりの推進
新規
・山地再生事業として、植林時に堆肥利用の推進
(課題:今各団体に利用のお願いを行っているがどうなるかは未定)
・炭化事業として、燻炭、炭化プラントなどエネルギー、木酢、炭、利用によるバイオマス、炭
化による温室効果ガス削減の推進
(課題:燻炭はNPOと行う予定ですが、炭化プラントは資金などクリヤーしなければならな
い問題がある)

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）
平成23年度活動予定
・水生植物、刈り草堆肥化事業
諏訪市草類堆肥化委託事業
長野県緊急雇用事業、漁業組合、ボランティアの水草堆肥化

4月〜12月まで
6月〜10月まで

・公共施設(学校を中心とした活動)花壇づくりと交流

5月〜10月まで

・施設、農家、山林への堆肥による土づくり

年間をとうして行う

・福祉施設での安全、安心の農産物、障がい者雇用の協力

年間をとうして行う

新規事業
・燻炭(もみ殻などの炭づくり)づくり、福祉農園と共同活動

9月〜3月まで

・炭化プラント事業においては、協力企業、団体を模索状態です。

未定

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)
・水生植物、刈り草の堆肥化、公共施設による花壇づくりと交流、福祉施設、地域農家の土づくり、
山林再生協力、実施主体:諏訪湖浄化推進「和限」
・無農薬、有機農法による安全、安心な農産物づくり、障がい者雇用（就労継続B型）実施主体:NPO
法人八ヶ岳福祉農園 提携、協力:諏訪湖浄化推進「和限」
・燻炭、炭化プラント、燻炭づくりは、八ヶ岳福祉農園と和限で行う。 炭化プラントは、これから
の活動の一つとして行う予定。

・緊急雇用に伴う水草引き上げ処理での長野県への協力
・諏訪市草類堆肥化委託事業
・原村、農業委員会での堆肥利用協力
・地域学校を始めとした公共施設での花壇づくり協力
・福祉法人、NPO法人での堆肥利用協力
・漁業組合を始めとした水草処理の協力
・地域ボランティアさんへの協力

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）
・22年度堆肥づくり、水生植物、刈り草堆肥化

93t行なった。

今年度95t予定

・公共施設に於ける花壇づくり

今年度6ヶ所予定

・堆肥利用、団体、個人

今年度10ヶ所予定

・温室効果ガス削減は、昨年度とあまり変わりませんが、炭化事業が行なわれると、炭化炭12t
行なわれると、44tのCO²削減に繋がる。

⑦ その他・特記事項
今世界的な異常気象による収穫減、人口増加により、食料の備蓄が減り始め食料危機がいつ起こっ
てもおかしくない状態に至っています。 その中で国内自給率(カロリーベース)40%を切ろうとして
いますが、飼料、肥料を考えた時40%を切っています。 飼料の穀類の取り合い、化学肥料の特にリ
ンの政策が必要です。 アメリカは97年全面輸出禁止をし、今中国に頼っていますが、国策を考えた
時に、自国の利益を求める時いつ止められるかもしれません。 その為にも土づくりが大切で、堆肥
による土壌菌、特に根菌を育てる必要があります。 根菌は土壌のリン、空気中の窒素を蓄え植生に
移します。 これこそ国策としての土づくりを考え国内を飢えさせない為の、先人の知恵を行う必要
が有ります。
今国内において、山林、水源地の海外からの買取が見られます。 国策として止める必要が有りま
すが、もう一つとして、無人島を始めとした島の保全を行わなければいけません。 領土問題、地下
資源と地上におけるリン鉱山の保全を国策として行う必要があります。
堆肥利用による循環型環境社会の構築と土づくりによる世界戦略を考える時です。
今世界的な問題として、温室効果ガス削減が求められています。 私達の先人は、もったいない精
神と、山林荒廃、放置木の害虫(松くい虫など)、里山再生として、先人の技実と、私達の技術を合わ
せた炭づくりを進める事で、戦後石油不足での炭化ガス自動車、木酢、タールなど木材から作られま
す。 そして木炭においては、炭素分12t出来れば、44tのCO²がマイナスにされます。 前首相は25%
温室効果ガス削減を世界に言いました。 言ってしまった以上それが、日本の意志であり、その為に
も私達は、先人の知恵、私達の知恵を合わせて、世界にアッピールする必要が有ります。
私達は、これからの若者にバトンを渡す時が来ますが、若者がバトンを受け取りたくないと言われ
かねない状態が続いています。 私達は、これからの若者を飢えさせない、つけを払わせない為にも
コツコツと借金を減らし、凛と構えバトンを渡す事が求められます。

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。

泉佐野市樫井故繊維協同組合

団体/会社名
代表者
所在地

設立の経緯
／沿 革

東谷 泰章

担当者

中西 幸司

〒598-0035 大阪府泉佐野市南中樫井 611
TEL:072−465-4351
FAX:072-465-4351
Ｅ-mail: koji-n37@sea.plala.or.jp
1960 年代後半に大阪府南部の故繊維（古着・古布などの用済み布製品）事業者
（回収・選別しリュース・リサイクルする事業者）が連携すべく任意団体を設立。
1971 年大阪府認可の事業協同組合として設立。
大阪府下唯一の故繊維事業者の事業協同組合。
団体の目的

故繊維の受注・購買・保管・運送・再選別などの協同事業
故繊維事業の宣伝・市場開拓
事業概要 ： 故繊維集荷エリアは大阪府・和歌山県を中心に兵庫県・奈良県・京
都府・滋賀県の一部（集荷量、古着中心に１万数千㌧／年）
団体の目的
／事業概要

：

自治体回収・集団回収された故繊維＝布製品（市中物≒古着・古布・その他布製
品）などを集荷（基本的に買取）し
・リュース＝国内外中古市場向け選別・出荷・販売
・ウエス（工場用雑巾）材料の選別・加工と販売
・反毛（再生繊維）材料など再生繊維材料の選別・加工と販売
・再生繊維製品の生産

活動・事業実
績(企業の場
合は環境に関
する実績を記
入)

2010 年の実績概要
・ 泉佐野市内の小学生の社会見学受け入れ（２ヶ所）
・ 泉佐野市内学校区で開催された地域交流会への参画（２ヶ所）
泉佐野市内の授産施設で再生繊維製品製造を委託し、上記の地域交流会
で配布
・ （社）日本繊維機械学会 繊維リサイクル技術研究会と連携した、回収
した古着の組成などの調査
・ 大阪南部、手作り教室・各種団体・サークルへの故繊維利用教室協力（６
回）

ホームページ

無し

設立年月

1971 年

4月

＊認証年月日（法人団体のみ）1971 年

資本金/基本
財産
1,450,000 円
（企業・財団）
スタッフ／職員数
組 織
組合員 19 社 法人会員

活動事業費
／ 売 上 高
（H20）
0 名 （内 専従
名

4月

1日

2,000,000 円
0 名）

その他会員（賛助会員等）

0名

提
政策のテーマ

言

古着のリュース・リサイクル推進

■政策の分野
・循環型社会の構築（布製品再使用・再利用促進）
・地球温暖化の防止（焼却処理 80％からの脱却）
団体名：泉佐野市樫井故繊維協同組合
・社会経済のグリーン化（リペア・リフォーム製品促進）
担当者名 ： 中西 幸司
・持続可能な地域づくり（地域内循環を担う各主体の連携）
・環境パートナーシップ（消費者・学校・行政・布製品関連業界との連携）
■政策の手段
・調査研究・環境教育・地域活性化と雇用・情報開示・国民参加・法制度整備
■キーワード 見える化
循環ルール・ 実現可能な再 地域連携
法・制度の
ルート整備
生市場創出
確立
政策の目的
「衣・食・住」と人間生活に一番身近な衣料品（古着など）のリュース・リサイクル率の合計
は 20％、焼却 80％と言われ極めて低水準。
地域の様々な主体の連携による共同循環システムを模索し、資源の地域循環・持続的な地域の
発展を期待。
上記の「地域からの発信」と国、繊維業界、流通・販売、国民の全体的な合意にて布製品全般
の資源循環促進による脱償却＝カーボンオフセットを展望。
古着のリュース・リサイクル促進政策の実行により、素材の凡そ 40％を占める天然繊維（再生
可能資源）と石油由来製品である化繊の資源循環によるカーボンオフセット社会への貢献を目的
とする。
背景および現状の問題点
殆どの用済み製品について資源循環を促進する法制度があるが布製品についてはない。
「専ら再生利用に資する物」とされている「専ら４品目」
（古紙・金属・瓶・古繊維）は古繊維
を除いて 60％以上のリサイクル率をキープしている。これら４品目中の３品目は製紙・製鋼・製
瓶メーカーと回収・再資源化システムの国内基盤が磐石であり、国際的にも連携されている。
衣料品は半製品を含めて 90％が輸入品であり、受け皿としての再生繊維メーカーや回収・再資
源化システムは衰退し、リュース・リサイクル率は低迷している。
「出せば資源化される」という誤った認識のもとに自治体・集団回収がなされている向きと自
治体回収の布製品の回避傾向も散見され、布製品に関する啓発や推進政策も後景化。
現 状
◎古着などのライフサイクル・物質収支については、4 年に一度の（独）「中小企業基盤整備機構」
の「繊維製品リサイクル調査報告書」
（最新 2010 年春）と同機構の「繊維製品３Ｒ関連調査」（2010
年春）が一応の権威ある調査とされている。一部のデーター取り扱いに疑義があり集約方法も異
なるが概ね 2007 年度では用済み衣料品 160 万㌧強あり、可燃・不燃ごみとしての自治体処分が約
80％・リュース・リサイクルは約 20％となる。
リュース・リサイクルの一次出口
消費者 →①譲渡・リサイクル店販売
＝12.4 万㌧
→②自治体回収＝11 万㌧ ③集団回収（自治体報奨金での報告実績）＝7.2 万㌧
このうち②③は古紙問屋などを通じ、また①の売れ残りの一部も故繊維事業者が買い取り、リ
ュース（国内外中古衣料）・リサイクル（ウエス（工場用雑巾）・半毛（再綿化し再生繊維材料と
する））用に選別・加工・販売。
本組合の実態では、概ね集荷量の 60％がリュース・リサイクルされている。

◎リュース（中古衣料）
・消費者が価値と判断したものは、直接に古着店或いはネットオークション販売（難民キャン
プなどへのボランティア・寄付も増加）
・その一方では「ファストファッション化」（単一・大量・低価格・短サイクル）により国内中
古衣料の低価格化
・消費者が譲渡できない（低価値と判断したもの）が最終選別の故繊維事業者へ
・海外輸出は出発点から低価格であり、体格・文化（宗教）
・気候により制限され、最大の潜在
市場の中国が受け入れない。
◎再生利用
・再生繊維 ： 繊維製品メーカー（再生繊維メーカーも）も国内製造は極小化し、半毛（再綿
化）⇒軍手・車の内装材（自動車リサイクル法の実施による車→車の影響は深刻で国内最大の再
生繊維産業集積地の愛知県岡崎地区の半毛業者は倒産続出）を代表とする各種の再生材なども市
場閉塞。本組合の実態では、（社）日本繊維機械学会 繊維リサイクル技術研究会の紹介によるサ
ンプル出荷以外はゼロ（年間 30ｔ程度）
・ウエス（工場用雑巾） ： 機器・設備の向上と生産現場の減少による市場縮小。クリーンル
ーム化などによる「ボロ由来ウエス」の忌避と紙ウエスの普及（ゼロエミッションの余波）
他の背景
◎素材の変貌
: 70 年代後半から化繊が増加し天然素材が駆逐されウエス材料の綿が減少
◎判定不可
: 素材の良化により「見た目・手触り」では判定不可製品が増加し「タグ」
（素
材や洗濯方法等が書かれたラベル）での判定となるが凡そ 1/3 強が薄れて読めないのが現実。
（社）日本繊維機械学会 繊維リサイクル技術研究会 回収・分別分科会にて発表
◎現実との乖離 : 多くの自治体では古着回収はパスし集団回収にシフトする傾向が見られる。
同時にリュース・リサイクルの現実と乖離した誘導がなされ、例えば「下着」等は多くの自治体
では「可燃ごみ」とされているが綿リッチでウエス原料・リュース可能物も多くある。
政策の概要
１ 用済み布製品のライフサイクルの調査及び啓発・誘導政策調査
２ 既存の回収ルートの課題整理と現実に稼動しているリュース・リサイクルへの誘導政策検討
３ 地域連携による新たな回収ルール・ルートの企画
４ 現実に機能しているリュース・リサイクル出口の拡充と地域分散型リサイクル拠点化
５ 上記全体のライフサイクル比較と資源循環・カーボンオフセットの「見える化」
６ リサイクル推進機構の創出
７ 布製品リサイクル支援法制度提言
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）
第１ステップ（初年度）
１ 用済み布製品のライフサイクルの調査及び啓発・誘導政策調査
・大阪府下の自治体・集団回収の実態と誘導政策調査。
・自治体・集団回収が回収しているが、リュース・リサイクルできない・経済的に不成立なもの
の明確化と量的把握。
・現在、自治体・集団回収されていないがリュース・リサイクルできるものの明確化と回収方法
の検討（例えば下着類、毛布など）
２ 既存の回収ルートの課題整理と現実に稼動しているリュース・リサイクルへの誘導政策検討
３ 地域連携による新たな回収ルール・ルートの企画と試行
第２ステップ（２年度）現実に機能しているリュース・リサイクル出口の拡充と地域分散型リサ
イクル拠点の確立。
３ 地域連携による新たな回収ルール・ルートの企画・試行・実施
４ 現実に機能しているリュース・リサイクル出口の拡充と地域分散型リサイクル拠点化
５ 上記３〜４の資源循環・カーボンオフセット評価と啓発
第３ステップ（３年度）
６ リサイクル推進機構の創出（近隣都道府県への波及と全国の団体などとの連携・協同）
７ 布製品リサイクル支援法制度提言

モデル図 連携体制（第 1〜第２ステップ）
組合
参加

参加

・ 市町村
・ 各種団体
・ 市民、学生・父兄

泉州→大阪 繊維３Ｒ推進協議会
・ 交流会、研修会、大会の開催
・ 主体ごとに特色のある回収方法検討

製品購入

古着買取

古着・古布持
ち寄り

古着・故布

再生繊維製品との交換

モデル回収拠点：学校、公共施設、大規模店舗等
・ 授産施設・市民団体

・ 回収された古着・古布は販売か繊維リサイク

・ ウエス事業者

・ 再生繊維製品製造者

ル製品と交換か選択

交流

・ 繊維３Ｒ学集会や成果報告会などの開催

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 ： 泉佐野市樫井故繊維協同組合
提携・協力主体（総て内諾済み）
（社団法人）日本繊維機械学会 繊維リサイクル技術研究会（第 1 ステップの調査・検討から）
以下、第 1 ステップの後半からの提携・協力依頼 ： 泉佐野 循環型社会に協力する市民の
会・泉州繊維３Ｒ推進連絡会（準備会）・㈱アスカ・リサイクル文化社・（一般社団法人）全国リサ
イクル・リユース研究会・リサイクルショップ文化協同組合
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 消費者が資源としてだしている古着などが、現実にどのようにリュース・リサイクルされてい
るかの理解を深めていただくことにより現実に再生市場があるものに即した「出し方」と回収方
法を積み上げていく。このことにより焼却処理 80％の布類を資源循環へ誘導していく。
２ 排出者と静脈側受けて側との連携によるモデル確立により、自治体回収・集団回収のルール
やルートを現実の資源循環に即したルール・ルートへの転換を促進。
３ 布類の大規模・工業的な再生は市場経済では困難。
（ポリエステル 100％の制服なども拡大生
産者責任で経済性をある程度無視）ただし、リペア・リフォームなどの手工業的なものは小規模
な支援で持続可能、授産施設や就業困難者認識の事業と例えばスーパーなどの「マイバック製造」
との連携。
４ 焼却処理と例えばリュース（中古衣料）・ウエス・リフォームされた場合のＬＣＡを提示し、
資源循環と CO2 削減による地球環境への貢献を「見える化」することを地域ぐるみで実現し、こ
の「泉州モデル」を大阪府下全域に拡大。
５ 全国の各種団体との連携・協同を目指し推進機構の創出を展望。
６ 今後の有るべき布製品リサイクル支援法制度を期待する。
⑦その他・特記事項
特になし

団体・組織の概要
団体/会社名
代表者

所在地

設立の経緯
／沿 革

団体の目的
／事業概要

※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。

特定非営利活動法人
古市

徹（北海道大学）

最終処分場技術システム研究協会
担当者

川口

光雄、志々目

正高

〒108 – 0074
東京都港区高輪 3-23-14 シャトー高輪 401 号室
TEL:03−3280−5970 FAX:03−3280−5973 事務局長(川口)携帯：080-5187-1035
Ｅ-mail:lsa@bd6.so-net.ne.jp
廃棄物の処理・処分・再利用、最終処分場の建設・維持管理・再生など、廃棄物分
野に関する幅広い研究を行い、研究成果を広く一般に普及させ、実用に供することを
目指し、学識経験者と（建設会社、プラントメーカー、コンサルタントなど多分野か
らなる）民間企業が、平成 6 年 4 月に「最終処分場技術システム研究会（LS 研）」と
して設立しました。平成 13 年 10 月 18 日には、ＮＰＯ法人（府国・第 1185 号）とし
ての認可を受けました。平成 21 年 4 月には、平成元年に設立され「廃棄物をコントロ
ール可能な閉鎖空間で管理し周辺環境を保全するクローズドシステム処分場（CS 処分
場）」を提案し、その普及と研究開発を進めている「クローズドシステム処分場開発研
究会」を統合し、新たな「特定非営利活動法人最終処分場技術システム研究協会（略
称：NPO･LSCS 研）」として出発しました。
設立目的等：地域に信頼される安心・安全な最終処分場を目指し、そのための最終処
分場技術システムの研究及び普及啓発に関する事業を行い、地域環境の
保全、国民生活の向上に寄与することを目的にしています。
活動の内容：特定非営利活動に係る事業として、最終処分場技術システムの①普及啓
発、②研究、③国際交流、④関心のある団体への助言・援助活動、その
他事業として、①受託研究、②技術指導等を実施しています。

・ 設立以来、毎年実業部門から要求される研究テーマについて研究し、年に１回の
「研究成果報告会」で、会員、自治体担当者、市民に成果を公開しています。ま
た、遂次、環境をテーマにした「ＬＳＣＳ研環境セミナー」を開催しています。
・ 研究成果の出版の他、廃棄物の処理･処分に関する一般からの検討依頼について対
応しています。また、学識者や団体が実施する科学研究に会員派遣を行っていま
す。
・
２ヶ月に
1 回技術の普及を目的に、ＬＳＣＳ研究協会事務所（品川）で「ＬＳＣ
活動・事業実績
Ｓサロン」を開き、若年層や市民への啓蒙活動を行っています。
(企業の場合は
・
最終処分場機能検査者資格認定制度（講習と認定試験）を運営し、最終処分場の
環境に関する
維持管理段階で施設の機能検査ができる人材を育成しています。
実績を記入)
・ ２年に１回、アジア太平洋地域の深刻な廃棄物問題に対処し、地域全体の環境向
上に資することを目的に「最終処分に関するアジア太平洋埋立国際会議（略称
APLAS：The Asian-Pacific Landfill Symposium）」を幹事主催団体として開催して
います。（2000 年以降６回開催。福岡、ソウル、北九州、上海、札幌、ソウル。20
数カ国から 300〜400 人の学識者、技術者が参加。
）
・ 海外 2 団体（韓国、ベトナム）と協定（MOU）を結び技術交流を実施しています。
http://www.npo-lsa.jp/

ホームページ
設立年月

平成

6年

4月

＊NPO 法人認証年月日

資本金/基本財産
（企業・財団）

組

織

平成

13 年

活動事業費／
売上高（H20）
スタッフ／職員数
個人会員

44

名

約 200 名 （内 専従
法人会員

51

団体

10 月

18 日

約18,000,000円
2 名）

その他会員（賛助会員等）
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提 言
政策のテーマ

国際シンポジウムとＭＯＵによるアジア地域の廃棄物問題の技術支援

■政策の分野
・③地球環境問題への対応（持続可能な開発）
途上国大都市の環境問題（廃棄物）
■政策の手段
・⑥調査研究、技術開発、技術革新
各種調査研究、技術の普及、応用、活用
■キーワード

国際シンポ

技術交流覚書

団体名：特定非営利活動法人最終処分場技術
システム研究協会（NPO･LSCS 研）
担当者名：川口 光雄、志々目 正高

アジア地域

廃棄物問題

ＡＰＬＡＳ

① 政策の目的
新興国や開発途上国では、経済の目覚しい発展とともに、急速な都市化が進み、環境上の諸問
題が顕在化している。特にアジア地域では、廃棄物の安全な処理・処分のあり方が問題になって
いる。廃棄物を循環資源と捉え、日本のノウハウと経験を生かし、各国の国情に応じた「３Ｒと
適正処理」のための処理・処分・リサイクル技術開発の支援および人材の育成を行い、アジア地
域における各国の地域特性に応じた持続可能な資源循環社会の構築に貢献する。
② 背景および現状の問題点
日本は、アジアでの循環型社会構築に向けた取り組みを開始し、国際分業の推進による各国の
特性を生かした循環資源の利活用を進めようとしている。しかし、新興国や開発途上国では、資
源循環に関する技術・社会システムが構築されておらず、日本などの先進国の資源循環システム
に関する制度、技術の移転が望まれている。法制度の整備が始まった国でも、それぞれの国情に
応じて政策実施のための実務者の育成、静脈産業基盤の育成など多くの課題を抱えている。これ
らを解決するためには、特に国際シンポジウムや技術交流覚書（MOU）といった民間（含む学識
経験者）の活力を利用した実務者レベルの情報交換（国情に合った技術の移転と開発）と事業の
協力が必要である。
③ 政策の概要
1.国際シンポジウムの開催によるアジア地域の循環資源の処理･保管に関する技術力の底上げ
アジア地域の循環資源に係る実務者（政策実施者、学識経験者、技術者など）によるシンポジ
ウムを開催し、資源循環技術に関して情報交換を行う。実務者による各国の技術力の底上げを図
るとともに、各国での「３Ｒと適正処理」に関わる技術開発の核となる人材を育成する。
また、シンポジウムでは、企業によるビジネスセッションや展示ブースを設け、日本国企業と
参加国の環境ビジネスの情報交換を実施する。
2.技術交流覚書（ＭＯＵ）による個別プロジェクトの支援
廃棄物は法制度（循環基本法、循環に関する個別法、政策実施のための技術基準など）がなけ
れば、野放図の状態で放置される。アジア地域における持続可能な資源循環システムを構築する
ために、各国の「３Ｒと適正処理」に関する法整備等に参画することから始める。特に、安全･
安心な廃棄物の適正処理･処分に係る最終処分場の改善・整備が望まれている。
日本型の資源循環システムの導入を図ることにより、日本との国際協力関係を築く。この資源
循環システム構築の過程で日本技術の採用を推進し、NPO･LSCS研の会員企業のような意欲のある
日本企業が現地事業（あるいはビジネス）に参加できる下地を創る。

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. 国際シンポジウムの開催によるアジア地域の循環資源の処理･保管に関する技術力の底上げ
NPO･LSCS 研では、アジア太平洋地域の深刻な廃棄物問題に対処し、地域全体の環境向上に資す
ることを目的に、アジア地域の廃棄物のリサイクル・処理・処分・管理に関する有識者・実務者
が参加する国際シンポジウム「最終処分に関するアジア太平洋埋立国際会議（略称 APLAS：The
Asian-Pacific Landfill Symposium）
」を開催している。
（2000 年以降 2 年に 1 回、福岡、ソウル
、北九州、上海、札幌、ソウルで計６回開催。20 数カ国から 300〜400 人の学識者、技術者が参
加している。
）
次回は、2012 年にインドネシア（バリ島デンパサール）で開催されることが決定しており、イ
ンドネシア APLAS 準備委員会（政府、バンドン工科大学、環境関連民間組織）と NPO･LSCS 研で
準備が進められている。
既に実績があるこのシンポジウムをベースに、資源循環技術に関してアジア地域の行政・企業
の実務者の参加による情報交換を定期的に行うとともに、各国の廃棄物管理に係る人材の育成、
技術の開発を進める。

2. 技術交流覚書（ＭＯＵ）による個別のプロジェクトの支援
各国とも資源循環システムの構築については、地域特性に起因する事情を抱えている。したが
って、地域性を考慮したニーズの把握が重要である。相手国の行政府担当部署やJICA駐在事務所
を交えて必要とされる事業（個別法の整備、ガイドラインの作成、技術基準の整備等）を検討し
て実施体制を創る。
NPO･LSCS研はベトナム国VUREIA（ VIETNAM URBAN ENVIRONMENT & INDUSTRIAL ZONE AS
SOCIATION： ベトナム産業圏･都市環境協会）と「環境技術と処分場システムの情報交換に関す
る技術交流覚書（MOU）」を締結している。JICAベトナム駐在事務所の話では、ベトナム国建設
省と資源環境省で廃棄物処理・施設建設関係のマニュアル整備を進めようとしているとのことで
ある。VUREIAが担当すると思われるので、これらの技術協力のプロジェクトをまずベトナムから
始める。またVUREIAからは、ベトナムで必要なことは、都市部の廃棄物管理に関するマスタープ
ランの作成であると聞いている。日本の企業の持つ経験と技術が大いに役立つ分野であり、NPO･
LSCS研は実現に向けて努力したいと考えている。この資源循環システム構築の過程で日本の技術
が採用されることにより、日本企業がアジア地域でビジネス展開できる下地を創る。

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）
1. 国際シンポジウムの開催によるアジア地域の循環資源の処理･保管に関する技術力の底上げ
APLASの開催については、NPO･LSCS研が中心となり、開催国、日本国環境省、必要に応じてJIC
Aなどの支援により進める。実施主体は、実績のあるNPO･LSCS研が行う。
2012年の「APLASインドネシア2012」については、環境省が昨年インドネシア政府と結んだ「
固形廃棄物、有害･毒性廃棄物の分野における協力覚書」の一環として行うシンポジウムでもあ
るとして、NPO･LSCS研、日本国環境省、インドネシア政府の共催とする。

2. 技術交流覚書（ＭＯＵ）による個別のプロジェクトの支援
ベトナム国VUREIAとNPO･LSCS研が中心となりハノイの廃棄物管理・循環システムに係るガイドラ
インを作成する。環境省とJICAベトナム事務所は、滞在費用、人材の提供などでNPO･LSCS研に協
力し、プロジェクトの実現に努める。

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）
国際シンポジウムを通じて、資源循環に係る各国実務者のポテンシャルアップに寄与すること
により、アジア地域の新興国、開発途上国における資源循環社会システムの構築を促進する。
最も重要な技術とされている廃棄物の処理・処分技術については、個別プロジェクトを通じて
地域にあった最終処分場の整備を進める。
また、各国におけるシステム構築のための個別プロジェクトを直接支援することにより、静脈
産業の育成を図り、わが国企業の環境技術導入の契機を創る。
最終的に、日本国を中心とするアジア地域循環型社会構築のための国際分業体制構築を促進す
ることができる。
＊ 参考スケジュール
2011年 支援のための体制整備、関係各国との連携強化
2012年 支援のための技術メニューの提案
APLASインドネシア2012開催支援と研究成果発表
2013年 支援実施ステップ1
モデル事業の実施など
2014年 支援実施ステップ2
APLASベトナム2014開催（予定）支援と研究成果発表、共同研究など

⑦ その他・特記事項
1.NPO法人として国際協力を設立目的の一つに掲げており、韓国、中国、台湾、ベトナム、イン
ドネシアなどの技術者と交流してきております。この交流を通じて、以下のことが必要と考えて
おります。
（1）各国で（各地域で）、廃棄物を循環資源として理解できる国民教育を広める。
（2）日本企業が持つ環境技術力をアジアに広める機会を創る。
（3）廃棄物管理について、最も望まれているのは「地域にあった最終処分場技術」で、廃棄物関
係の実務者に、最終処分場は適正処理･適正処分されれば埋立物が安定化し、安定化された段
階では広大な用地となり、社会資本として循環利用できるという認識を持たせる。
2.「APLAS」の詳細については、NPO･LSCS研のホームページ（http://www.npo-lsa.jp/）に紹介し
ております。
3. NPO･LSCS研の活動概要やこれまでの研究成果も同様にホームページに紹介しております。

団体・組織の概要

特定非営利活動法人 環境カウンセラー千葉県協議会

団体/会社名
代表者

※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。

國

廣 隆

紀

担当者

（連絡担当者）

宮田 勉

（登記簿所在地） 〒261-0011 千葉市美浜区真砂 3-18-2-505 （戸村 泰 方）
（連絡担当者） 〒285-8585
佐倉市大作 2-5-1 （TOTO ﾊﾞｽｸﾘｴｲﾄ㈱技術部）
所在地
TEL:０４３－４９８－３３１７
FAX:０４３－４９８－３７５７
Ｅ-mail：tsutomu.miyata@jp.toto.com
環境カウンセラー千葉県協議会は、千葉県内在住の環境カウンセラー第１回登
録者が参集して、会員数５６名で平成１０年２月８日に任意団体として設立し、
設立の経緯
千葉県内の市民、市民団体、事業者、教育・行政機関などとパートナーシップを
／沿 革
形成し、年々活動が充実している。
平成１５年７月２２日に特定非営利活動法人として認証されました。
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。
団体の目的
<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
／事業概要
(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
(1) 環境授業の支援（高校、高専、中学校への講師派遣、授業企画）
（H17,18 船橋北高、H19,21 茂原高、H19,20 東京学館高、H21 木更津高専、H17 松戸一中）
(2) 地域の環境学習への協力（講師派遣）
親子環境学習会（H17,20 千葉友の会、H18,19ＪＥＴＡ主催他）
市町村の市民環境講座（H19 八千代市、H21 南房総市）
(3) 環境公開講座、見学会、自然観察会の開催（自主企画事業、毎年実施）
(4) 中小企業の環境経営への取組の支援
企業環境セミナー、EA21 普及セミナーの開催（毎年）
活動・事業実績
ISO 14001、EA21 の取得・維持の支援（通年）
(企業の場合は
(5) 千葉県事業への協力･参加
環境に関する
(H15 年度委託事業)「地球温暖化防止活動推進員養成･ﾌﾞﾗｯｼｭｱｯﾌﾟ研修会開催」
実績を記入)
(H17 年度 NPO との協働事業)「中小企業向け環境経営ｼｽﾃﾑ EA21 の普及事業」
(H18 年度 NPO ﾊﾟﾜｰｱｯﾌﾟ補助金)「高校における環境教育ｶﾘｷｭﾗﾑのﾊﾟﾜｰｱｯﾌﾟ」
(H19 年度 NPO ﾊﾟﾜｰｱｯﾌﾟ補助金)「高校における環境学習授業の実施」
(H20 年度委託事業)「環境学習地域教材作成」
(H21 年度 NPO との協働事業)「浄化槽使用者に対する水質保全に関する啓発
教育の実施」
（H22 年度千葉県主催「浄化槽講習会」の講師を担当）
ホームページ
設立年月

http://www005.upp.so-net.ne.jp/ec-chiba/index.htm
平成１０年２月

資本金/基本財産
（企業・財団）

組 織

＊認証年月日（法人団体のみ）平成１５年７月２２日
円

スタッフ／職員数
個人会員１２９名

活動事業費／
売上高（H20）

０名 （内 専従
法人会員

０名

４,３９３千円
０名）

その他会員（賛助会員等）

０名

提 言
政策のテーマ

みみんなでペットボトル廃棄物に取組み、新しい生活習慣を育て、CO2 排
出出量削減を確実に実現する。
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

■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
・税制措置
■キーワード

ペットボトル

担当者名：船橋 孝之

廃棄物

二酸化炭素削減 マイボトル

① 政策の目的
ペットボトル廃棄物の根源問題に取り組み、「新しい飲料提供サービス」を育てていくことで
、CO2排出量を25%近くまで削減する。
「新しい飲料提供サービス」とは、全国民のために、ペットボトルのような定容量商品では賄
えない、自分の欲しい量、飲みきれる量だけ提供してもらえるサービス。
② 背景および現状の問題点
(1) ペットボトル廃棄物のリサイクルは、かなり進んできているが、廃棄物の量は一向に減って
いない。ペットボトルの商品は薄利多売のため、製造量を自主的に減らすことは、企業の経
営者の立場からは難しいため、流通量が減尐しない。よって廃棄物の流通量も減尐しない。
(2) 「新しい飲料提供サービス」は、マイボトル等の量り売りを例にとっても、提供する機械の
設備投資リスク・開発リスク・衛生面でのリスクがあり、なかなか進んでいない。

③ 政策の概要
(1)ペットボトル飲料容器の、製造段階からの削減を推進する。
ペットボトル飲料は、飲み終えたらボトルは空になり廃棄物となる。よって、ペットボトル
を減らすためには、製造段階から計画的に減らしていく。
その時削減された CO2 排出量を「クレジット」とし、国、自治体がその半分を取得し、後
に売却して、そのお金を「新しい飲料提供サービス」への補助金とする。そして、残りの半分
を、削減に協力したペットボトル製造業者、飲料業者に分配する。
(2)「新しい飲料提供サービス」を推進する。
飲料の量り売りのガイドラインを制定する。量り売りをする場合には、計量法等の法律もあ
り、飲料を提供する機械や容器に規定、基準を定める必要がある。又、ガイドラインには、衛
生面からも提供する側と、お客様との責任の線引きを明確にし、サービスが円滑に行えるよう
に指導していく。
【ロードマップ】
(1)10 年で、ペットボトル製造量を、初年度比で 11.6％削減し、CO2 排出量を 10%削減する。
(2)21 年でペットボトルの製造量を 29％削減する事で、CO2 排出量を 25%削減する。
(2)「新しい飲料提供サービス」のうち、コンビニエンスストア等で、3 年で 3 万店舗導入し、1
店舗当たり 10 万円の補助金を割り当てる。自動販売機をマイボトル対応型に変更するため
の費用として、2 万台に 1 台当たり 25 万円の補助金を割り当てる。

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）
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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）
１． 容器包装廃棄物委員会の設立（ガイドライン作成）
環境省 経済産業省 ９都県市廃棄物問題検討委員会
２． 二酸化炭素排出権の買取・保管委員会
東京都 神奈川県 千葉県 埼玉県他、
キャップアンドトレード方式を導入している自治体と環境省
【ステークホルダー】
「自販機メーカー」、「ドリンクディスペンサーメーカー」、
「飲料メーカー」、「飲料原料メーカー(粉屋)」、「自販機設置・運用業者(ベンダー)」、
「自販機工業会」、「日本フランチャイズ協会」、「日本チェーンストア協会」、
「厚生労働省・保健所」、「環境省」、「経済産業省(産業機械課・リサイクル推進課)」、
「マイボトルメーカー」、「ペットボトル製造業者」
【協力主体】
（大手自動販売機製造業者、マイボトル製造業者、環境省、経済産業省とマイボトル対応自販機
などで調整中、「新しい飲料提供サービスの技術的要求に答えるは準備できている）
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）
(1) 削減効果は、製造量と結びついている。ペットボトル飲料の製造が制限されることで、
販売から消費、そしてリサイクルまで資源循環のエネルギーと原料の化石燃料を削減できる。
(2)飲み切れる量だけの提供等により、ライフスタイルの自由度が増し、飲み残しが減る。
(3)飲料に関わるメーカーは、製造が制限される事で、収入は比例するように減ると思われる。し
かし、一人が１日に摂取する水分量は約３Ｌと言われており、１億人いれば、３億Ｌの水分量
が必要となる。つまり、人口が増えない限り飲料の販売量の伸びは期待できない。全ての人が
販売されている飲料から水分を補給しているのでは無いので、販売されているペットボトルの
何割かが削減された場合、消費者は別の方法、別の所で水分を補給することになる。すると、
別の飲料提供サービスへと市場は移行し、新しい飲料提供サービスのイノベーションが起こ
り、リサイクルではない、リデュース、リユースの新しい時代の文化と経済が生まれる事にな
る。この新しい経済効果は、尐なくとも二酸化炭素削減分の価値がある。
(4)ペットボトル飲料を10年で11.9%削減し、CO2排出量を10%削減した時のCO2累積排出量は約172
万ｔで、クレジット価格は、2000円／CO2tで計算すると約34億円になる。さらに21年で29%の
ペットボトルを削減し、CO2排出量を25%まで削減すれば、CO2累積削減量は795万ｔでクレジッ
ト価格は約150億円となる。
(5)「新しい飲料提供サービス」は利益率が高いため、提供する企業、製造業は利益が上がる。
また提供する単価も下がり、価格面で国民にとってはメリットが大きい。
(6)マイナス面は、新しいサービスへの教育時間と、ガイドライン等にかかる社会整備費用。
そしてペットボトル製造業の製造量減尐に伴う経済的損失があげられる。
⑦ その他・特記事項
増え続け、氾濫してきているペットボトル廃棄物に歯止めをかけるには、製造量の調整が必要にな
る。製造量の調整には、製造業者の収入が減尐する事に繋がるため、経済に及ぼす影響を考えると、
実行するのが難しい。しかし、ペットボトル商品を、飲料提供商品と考えれば、提供する手法を新た
に創出すればよい。その一つとして、マイボトルなどのリユース容器の利用があり、それに提供する
サービスが、ペットボトル容器の変わりになる事で、飲料製造業者の収入減を最小限に抑える事がで
きる。
飲料を提供する業者、飲料を製造する業者、飲料を提供する機械を作っている業者など、多くの企
業が絡み合い、強い利害関係を築いている。このしがらみを崩すためには大義が必要になってくる。
その大義とは、廃棄物の削減と二酸化炭素の削減、つまり化石燃料の節約である。また、大切な事は
、利害関係者全員で平等に取り組む事であり、それをコントロールし調整役を国、自治体が行う事が
何よりも求められる国民の期待であると思う。

団体・組織の概要

特定非営利活動法人 日本樹木リサイクル協会

団体/会社名
代表者

所在地

設立の経緯
／沿 革

団体の目的
／事業概要

※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。

代表理事会長

板垣 礼二

担当者

事務局

竹田 宜史

〒532-0004
大阪府大阪市淀川区西宮原 1 丁目 6-30-207 号
TEL:06-6391-7714 FAX:06-6391-7716
Ｅ-mail:info@jwra.or.jp
私たち日本樹木リサイクル協会は、樹木を地球からの恵みとして捉え、今まで単に廃
棄されていたものを資源として、利活用することを事業として行う林業、造園業、建
設業などの企業が集まった全国 87 社で構成される組織です。1997 年に 36 社で立ち
上げた協会も、2003 年 NPO 化。来年で創立 15 周年を迎える。
樹木は昔から薪のようにエネルギー源として重宝されてきましたが、近年では新し
い、しかも再生可能なバイオマスという資源として世間から注目を集め、堆肥化や土
壌改良材、マルチング材、バイオ燃料などの原料といったマテリアルリサイクル、木
質バイオマス発電施設の発電燃料利用、ボイラー用燃料利用などといったサーマルリ
サイクルに活用されている。しかし、私たちは現状に満足し留まることなく、今以上
に樹木を多くのカスケードに活用すべく日夜研究開発に尽力している。
樹木リサイクルの啓蒙活動
創立以来約 15 年の経験と実績と協会員から集まる衆知を元に、樹木のマテリアル、
サーマルリサイクルの啓蒙活動を行う。

木質バイオマス総出量の把握、調整および供給
木質バイオマスは広域に存在するため総量の把握には地元ヒアリングが不可欠。全国
ネットワーク組織ならではのフットワークの軽さで、地元の情報を集めやすい。木質
バイオマス発電に関しては、当協会が供給窓口を担っている施設が全国に 3 箇所（山
活動・事業実
口県岩国市、大分県日田市、福島県白河市）ある。また、中国電力新小野田発電所へ
績
も混焼実験の燃料として供給を行なっている。
(企業の場合
は環境に関す
展示会での協会・協会員の PR 活動
る実績を記入
毎年 1〜2 回協会・協会員の事業 PR のために展示会へ出展。来場者からは「森林の多
)
い日本でこんな協会があることは非常に意義のあること。頑張って欲しい」という言
葉も多く戴く。平成 22 年度には独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
（NEDO）より「新エネルギー等非営利活動促進事業」の採択を受けて出展。
講演・プレゼンテーション活動
自治体、出版社、建機メーカーなどの依頼を受け、上記活動を行う。
研修・見学会の開催
協会員の事業の参考なる最先端施設の見学を行う。
ホームページ http://www.jwra.or.jp
設立年月

1997 年 9 月

＊認証年月日（法人団体のみ）2004 年 1 月 9 日

資本金/基本財産
（企業・財団）

組

織

円
スタッフ／職員数
個人会員

7社

理事 13 名
法人会員

活動事業費／
売上高（H20）

監事 2 名 （内 専従
80 社

9,696,706円

事務局 1 名）

内 正会員 76 社、賛助会員 3 社 名誉会員 1 社

提 言
政策のテーマ

木質リサイクル伝票制度の確立と普及促進
〜限りある資源の 100％リサイクルを目指す〜

■政策の分野
団体名：(特)日本樹木リサイクル協会
・地球温暖化の防止
・自然環境の保全
担当者名：事務局 竹田 宜史
■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 樹木リサイクル トレーサビリティ カーボンニュートラル 一廃・産廃 排出量取引
① 政策の目的
「木質リサイクル伝票」を発行、幅広い浸透と運用をすることで一般廃棄物、産業廃棄物の区切りな
く間伐樹木などの生木、建築廃木材のリサイクル流通量を把握することが出来る。また、行政、環境
省をはじめとする省庁、政府による義務化、制度化が図られることで排出者責任意識が向上する。そ
れにより、再生利活用の推進が着実となり、木質廃棄物の100％リサイクルだけでなく、ゼロエミッシ
ョンの達成や、ひいては循環型社会の構築に繋げることを目的とする。
② 背景および現状の問題点
協会を設立した当時、木質系はおろか、廃棄物をリサイクルして有効活用するという発想はあまりな
く、自由処分という名目で焼却されていた。日本は京都議定書1997年COP3（90年比6.0％削減)のあと
、マラケシュ合意（01年COP7）によりカナダとともに森林吸収による削減枠（3.8％）を認められてい
るが、森林整備・吸収源確保の国連への説明責任を有している。COP3の第1約束期間は08年〜12年であ
り、このため農水省は07年から6年間で330万㌶（毎年55万㌶）の森林整備（間伐等主体）を実施しな
いと3.8%達成は困難とされおり、毎年多額（750億円以上）の補助金予算化措置をされている現状にあ
る。それらを受けて、現在では、長引く不況、化石燃料の枯渇危惧、エネルギー転換などへの期待、
市民の機運の高まり、法律などの整備改正（廃掃法など廃棄物処理にかかるもの、温対法、新エネ法
など地球温暖化対策やエネルギー関連にかかるもの）などの要因によりリサイクルの動きは着実に進
んでいるといえる。しかし、その反面、どれくらいの量、率、利活用先などの流通は資源が移り渡っ
ていく先々の現場しか知らず、排出元は勿論のこと、中間処理業者も把握していないことが多い。産
業廃棄物はマニフェストによる証明があるが、一般廃棄物には証明がなく、一般家庭の剪定を行った
造園業者などが処分施設に持ち込んだ場合、顧客と行政に対する合法且つ有効活用の証明に苦慮して
いることが悩みの種となっている。また、廃棄物として扱われた際、その処理を行うために化石燃料
を浪費し、貴重な資源を無駄にしていること、最終処分場の不足など、地球環境へ多大な負荷がかか
っていることが問題視されている。
③ 政策の概要
1）「木質リサイクル伝票」の作成
現実、現場に即した伝票を関係各所からのヒアリングをもとに作成
2）木質リサイクル伝票運用システムの構築
排出業者、リサイクル工場などと連携し、運用するシステムを構築する。
3）試行的実施と義務化、法制化へのロードマップを策定
全国に87社ある日本樹木リサイクルの協会員とその関係関連会社において実証試験を行い、身近な
ところから社会大にいたるまでの「発生場所からリサイクル先」を把握する仕組みづくりをする。
更にそれを仕組み化させるための環境省をはじめとした省庁との協働体制、行程表の作成。

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）
「木質リサイクルシステム」
下記伝票を作成、⑤に示すフローに乗せて関係者に配布と運用。記入済みの伝票の試用・回収と試用
レポートをお願いする。それを統計分析し、伝票のレイアウト等のブラッシュアップと、どのくらい
のデータの集積が可能か見極めを図る。この実証結果を修正してモデルケースとして全国へ水平展開
を行えば、リサイクル先（最終のリサイクル現場＝燃料化、堆肥化、マルチング化、緑化資材など）
およびその量が浮き彫りなって①に記した「政策の目的」達成の一助となる。
現在試行運用されている実際の伝票

木質系資源の品目（枝葉、幹、
草など）および数量を記載

木質系資源の排出会社・事業
所などを記載。協力会社があ
No. 0001
れば併せて記載。

伝票発行日
（排出会社 ・ 事業所保管用）

木 質 リ サ イ ク ル 伝 票（A票）
排 出 会 社 名 ・ 事 業 所
（ 住 所 ）

大阪府大阪市

（現場名称）

淀川河川敷

（ 社 名 ）

○○建設

（ TEL ）

06-111-1234

発

行

日

××技研

(担当者）

田中和男

1月

1日

（備考）

（ 品 目 ）

（協力会社名）

2011 年

幹・枝

（数量）

200.00 kg
t

(担当者）

佐藤太郎

発行時

㎥
台

搬

入

業

者

リ サ イ ク ル 工 場

リ サ イ ク ル 現 場

日本樹木リサイクル協会 協会員

（ 住 所 ）

京都府左京区

（ 住 所 ）

京都府下京区

（ 名 称 ）

○×造園

（ 名 称 ）

京都産業

（ TEL ）

075-120-120

（ TEL ）

075-789-789

（受領印）
(車両番号）

つ5478

（ 住 所 ）

兵庫県西宮市

（名称）

武庫川河川敷

（受領印）
（担当者）

鈴木一郎

（リサイクルの種類）

（担当者）

マルチング

（ 用 途 ）

（数量）

竹田
雑草おさえ
350kg

特定非営利活動法人 日本樹木リサイクル協会 発行

搬入業者を記載

リサイクル原料、商品として生まれ
変わる工場および種類を記載

リサイクルされた現場、用
途、商品などの一般販売
卸
店 数

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）
1. 木質リサイクル伝票運営システム
全国に協会員がいる（特）日本樹木リサイクル
協会およびその関連会社、同協会員が会長企業
となって環境省へ登録を行なっている地球温暖
化対策地域協議会（名称：大阪地域・地球環境
対策協議会、京都地域・地球環境対策協議会、
滋賀地域・地球環境対策協議会）およびその関
連会社、行政・自治体、それに加えて可能な限
りの市民個人も巻き込んでモデルケースの設定、
調査を行い、データの蓄積を行う。
2. 木質リサイクル伝票水平展開フロー
最初は日本樹木リサイクル協会のネットワーク
を使ったモデルケースという小さなものだが、
リサイクル伝票自体が環境省から認証を受けた
り、推奨されるものになったりすれば、大きな
水平展開に繋がることが考えられる。

※矢印は伝票の流れを示す

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）
木質系資源の排出元から処理先（リサイクル先）まで明確に証明できる。一般廃棄物・産業廃棄物、
家庭系・事業系の区分けがなくなるので全体の流れを網羅し把握出来るようになる。
¾ 現在、RPS 法にて樹木系は新エネルギーとして定義されており、混焼炉においては木質燃料系を
一定の計算式により把握を行い国に報告がなされている。本件の流通運用により木質バイオマ
ス発電所に納入される木質燃料の量管理が補完できることとなる。
¾ また、木質燃料として使用されているが上記のように報告がなされていない場合も考えられ、
この場合の流通量が把握可能となる。
¾ 上記の燃料系で使用される以外に堆肥、マルチング等として循環再利用（リサイクル）される
場合もあり、この場合の流通量が把握可能となる。
¾ 循環型木質資源流通の量を把握することは、今後の国内二酸化炭素排出量取引の法制化・施行
に際して、そのクレジット化や補完措置を行うことが可能となる。（J-VER の推進）
¾ 本件流通運用を図ることにより、流通に係わる事業者や広く国民に循環型木質バイオマス再利
用の認識強化および地球温暖化対策への貢献意識を高揚することができる。
¾ 樹木の形態が明確になっているので、正確な CO2 排出削減量を積算することが出来る。
¾ 間伐が促進され、「美しい森林づくり推進国民運動」にも寄与できる。
⑦ その他・特記事項
平成 21 年から、独自に木質リサイクル伝票を作成し、試用という形で日本樹木リサイクル協会理事に
よる運用を開始。その実績も数百枚と順調に挙がってきているが、スピードが遅く、社会的認識度が
低いため、環境省と連動して進めていくことを強く希望する。
協会理事による実際の使用例
運用している協会理事

持込業者

飯森木材（協会副会長理事、
中国四国総支部長）の場合
大阪府森林組合（協会理事）
の場合
モリショウ（協会専務理事、
九州・沖縄総支部長）の場合
ヨードクリーン（協会副会長
理事、北陸・近畿総支部長、
事務局長）の場合

開発業者、林
業・造園業、
一般市民など

→

リサイクル工場

→

リサイクル現場

→

飯森木材リサイク
ルセンター

→

堆肥化、木質バイオマス発電施設
など一般販売

大阪府森林組合三
→ 島支店、ペレット
工場
モリショウ、九州
→ ウッドマテリアル
破砕工場
→

ヨードクリーンリ
サイクルセンター

木質ペレット原料、木質バイオマ
→ ス発電施設、マルチング材料など
一般販売
→ 木質バイオマス発電施設

→

堆肥化、マルチング材料など一般
販売

※現在、大阪府森林組合三島支店では高槻市でのリサイクル伝票試用の提案準備をしている。これが実現され
れば、自治体初の試みとなる。

