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3.5 廃乾電池 

3.5.1  ダイワスチール(株)（岡山県倉敷市） 

１）事業の経緯・時期 

電炉で鉄スクラップを溶かし、条鋼を作るのが本業。環境問題への対応から、鉄スクラップ以外

のリサイクルも進めるようになった。 

平成 13 年（2001 年）川崎製鉄と NKK が経営統合 

平成 15 年（2003 年）両グループを事業別に再編、うち約 70 社の巨大企業グループあ

る JFE スチールの電炉 4 社（ダイワスチール、豊平製鋼、東北スチール JFE 条鋼）のう

ちの一つ。JFE がほぼ 100%の株式を保有。 

 

平成 14 年（2002 年） 1 月：産業廃棄物処理業の許可を得る。 

平成 15 年（2003 年） 11 月：産廃の廃乾電池の処理を開始。 

平成 20 年（2008 年） 4 月：一般廃棄物処理施設設置認可を受け、設置月から廃乾電池

の受け入れを開始。 

平成 21 年（2009 年）の年度末、倉敷市と契約し、平成 22 年（2010 年）の 4 月から

廃乾電池の受け入れを開始。 

平成 2 年（1990 年）、平成 3 年（1991 年）以降、日本の乾電池が水銀利用ゼロとなっ

てから、乾電池の処理をイトムカ以外の事業者が行うようになった。ダイワスチールもそう

した事業者の一つ。 

現在契約自治体 100。 

廃乾電池の引き取り量 4,500 トン／年、輸入廃乾電池（台湾）1,300 トン／年 

ダイワスチールは条鋼の生産が年間 650,000 トン、売上 380 億円。3 年前は生産、売上

とも今の 2 倍あった。 

 

２）資源循環が行われている地域 

〈地 域〉廃乾電池のリサイクル：ダイワスチール水島事業所、亜鉛のリサイクル：亜鉛精錬会

社 

廃乾電池の受入範囲は、関東、中部、北陸以西の自治体。 

 

３）取組の名称と概要 

〈取組の名称〉「廃乾電池のリサイクル事業」 

〈取組の概要〉 

自治体の一般廃棄物、産業廃棄物、台湾から輸入した廃乾電池を鉄スクラップ等と共に電気炉

で溶融し、鉄とマンガンは鉄筋棒に再生、ダストに含まれる亜鉛は集塵機で回収し亜鉛精錬会

社に引き渡す。 
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図 3-27 DDRプロセス 

出典：（株）ダイワスチール HP 

 

４）収集、再生、利用の取組内容 

〈収集する＞：回収する 

 廃乾電池を屋外で保管する自治体には容器としてドラム缶を提供し、廃乾電池が入ったドラ

ム缶は委託運搬業者にて運搬・回収する。 

 廃乾電池を屋内で保管している自治体にはフレコンを推奨し、安全な積み下ろしができるよ

うなフォークリフトのアタッチメントの開発等を行っている。 

〈転換する〉：リサイクル工程 

 既存の電気炉による鉄スクラップの溶解システムを利用し、廃乾電池に含まれるマンガンや

亜鉛等も無駄にせずにリサイクルするように工夫している。廃乾電池には鉄が約 20%、マ

ンガンが約 20%、亜鉛が約 20%含まれる。 

〈鉄・マンガンを鉄筋棒へリサイクル〉 

 バスケットに廃乾電池、鉄スクラップを入れ、電炉に投入する。 

 その後溶銑を入れ、造粒ダスト（ダストに生石灰等を混合して粒にしたもの）を入れる。 

 鉄の品質を高めるために FeMn、FeSi（鉄の品質を良くする）等を入れる。FeMn の一部

として廃乾電池中のマンガンを活用としている。 

 溶けた鉄を LF（Ladle Furnace）取鍋処炉でアルゴンで攪拌しながら不純物を除去する。
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その後ビレット連鋳機でビレッドという 2 トンの大きさの塊にし、できたビレッドを再加

熱後に圧延・鉄筋棒鋼として所定の長さに切断する。 

〈ばいじん中の亜鉛を亜鉛地金へリサイクル〉 

 電気炉の高温で亜鉛は蒸発し、ダストとして集塵機に集められる。 

 電気炉から出るばいじんの亜鉛濃度ははじめは 15%程度であるが、ダストを造粒ダストに

して電気炉に再投入し循環して溶融し、亜鉛濃度を上げる 

 なお、投入されるダストはダイワスチールの電気炉集じん設備から出るものだけでなく、

JFE から発生するダスト等も含まれ、その量は 3,000 トン／月程度。 

 亜鉛濃度が 30%程度となったダストは、亜鉛精錬会社にて原料である亜鉛鉱石と共に精錬

されて亜鉛地金として再生される。 精錬後の残渣物は、鉄源回収及び亜鉛の濃化を図るた

め再度電気炉へ投入する。その他、スラグは路盤材としてリサイクルする。 

 

図 3-28 DDRプロセス処理工程 

出典：（株）ダイワスチール HP 

 

〈利用する〉販売・利用する 

 異形棒鋼として、主に中国四国、関西地区で使用している。 

 

５）循環資源の取扱量 

 一般廃棄物（使用済み乾電池）：4,500 トン／年 

 産業廃棄物：200 トン／年 

 輸入廃乾電池：1,300 トン／年 

計 6,000 トン弱程度。 

〈受入（利用）時の取扱量〉 

 メタル 約 87％（異形棒鋼素材） 

 スラグ 約 11%（路盤材原料） 
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 ダスト 約 2％（亜鉛地金原料） 

 

６）資源循環の範囲等 

〈「収集する」の範囲〉 

 北陸以西、台湾 

〈「転換する」の範囲〉 

 鉄とマンガン：倉敷市のダイワスチールで鉄筋棒として再生 

 亜鉛：倉敷市のダイワスチールでダストとして回収後、愛媛と兵庫の亜鉛精錬会社にて亜鉛

地金として再生 

〈「利用する」の範囲〉 

 中国四国、関西 

〈「収集する」の最長距離（km）〉 

 関東の都市→約 800km 

 九州の都市→約 700km （いずれも道路利用距離） 

〈「収集する」の最大人口〉 

 一番大きい政令指定都市 → 約 350 万人 

 

７）その他の取組に関する情報 

〈取組主体間の連携〉 

亜鉛精錬会社（電炉ダストを精錬して粗酸化亜鉛とし、亜鉛鉱石と共に溶融・亜鉛、鉛、カド

ミウムを精製） 

〈地域住民（コミュニティ）の関与の状況〉 

自治体によって使用済み乾電池回収への住民の協力率は異なる。Y 市は協力率高く、T 市は低

いなど。 

〈事業維持費の確保〉 

 各地自治体への入札で処理費が決まる。 

 処理費の根拠として、廃乾電池の処理費用については各コストの積み上げ、運搬費及び適正

利潤を考慮し算出している。 

 

８）成果と実績 

 鉄・マンガン・亜鉛は輸入資源。その有効利用が高い効率でできている。 

 埋立処分量の削減 

 遠方にある既存の処理事業者への運搬費用・エネルギーの削減 

〈活性化等効果〉 

 社内的には廃乾電池事業をやることで雇用が増えているということはない。 

 

９）課題や問題点 

 入札制度による単年度契約のために長期的、且つ効率的な計画がたてにくい。 
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 全国都市清掃会議等のはたらきで随意契約をする自治体がまだある。 

 乾電池は有効な資源であり、埋立せずに活用すべきだが、リサイクルより埋立処分の方が安

価なため埋立処理を選択する自治体はまだ多い。 

 また、廃乾電池を自前の溶融炉処理する自治体もある。その場合銅の含有量が高いメタルは

銅精錬会社にて銅が回収される。しかし、残渣物である鉄を含有するスラグは、銅も含まれ

鉄製品の品質を悪くするため鉄原料としては使えない。非鉄金属の業者に回っても、銅以外

の金属の利活用がしっかりされているかは疑問。 

 

10）その他 

 自分たちが参入する前から 20 年程度かけて作られた処理ルートを変更して、新規の契約へ

の理解を得るのが一番苦労した。特に役所は変化を嫌う。 

 変化を受け入れてくれる自治体は、担当者やその部署がコスト意識を持っている。 

 営業活動をして信頼関係を築けたと思っても、先方の担当者が変わってしまうと一から営業

をしなおさなければならない。 

 自治体は、リサイクルの質や環境負荷の低減を評価するということよりも、どちらかという

と処理に伴う費用を注視されている。 

 営業をかけた自治体からは水銀は大丈夫なのかという話は良く出るが、輸入廃乾電池を社で

独自に水銀含有表示や含有率、溶出率を調査したところ、全てのサンプルで水銀は検出しな

かった。 

 台湾では電池の種類によって手選別している。ニッカド電池は有価で売り払われており、マ

ンガン・アルカリ電池は価値がないため日本にくる。 

 日本では電気店に集まったニッカド電池は東邦亜鉛にいっていると聞いている。 

 JBRC は無償でリサイクルマークのついた電池を回収している。 

 

ヒアリング応対者：ダイワスチール株式会社水島事業所 資源リサイクル室長 野村眞氏 

         ダイワスチール株式会社水島事業所 資源リサイクル室 リーダー 佐藤秀和氏 

（2011.10.05） 
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3.5.2  野村興産(株)（東京都中央区） 

１）事業の経緯・時期 

野村鉱業株式会社は、昭和 14 年(1939 年) 5 月に旧野村合名により設立され、昭和 48 年に

発足。 

 

昭和 11 年（1936 年） 大雪山入山者により水銀の大鉱床を発見。 

昭和 14 年（1039 年） 野村鉱業株式会社によってイトムカ鉱山と名づけられ、開発に着手。
以後東洋一の水銀鉱山として生産を続ける。 

昭和 48 年（1973 年） イトムカ鉱山が完全閉山する。 

 12 月 イトムカ興産株式会社を設立。 

昭和 49 年（1974 年） 野村鉱業株式会社よりイトムカ鉱業所の一切の技術、設備などを買
収。水銀含有廃棄物の処理を中心に廃棄物処理事業を開始する。大和
金属鉱業株式会社を買収、子会社として計量証明及び水銀等非鉄金属
の回収製錬を業とする。 

昭和 50 年 2 月 野村興産株式会社と商号変更。 

昭和 57 年 3 月 環境分析センターを開設し計量証明事業を開始。 

昭和 60 年 10 月 国庫補助事業として（財）クリーン・ジャパン・センターと共同で水
銀含有廃棄物再資源化実証プラント竣工。 

昭和 61 年 2 月 （社）全国都市清掃会議から【使用済み乾電池の広域回収処理センタ
ー】に指定される。 

平成 4 年 12 月 水銀試薬の製造開始。 

 

２）資源循環が行われている地域 

野村興産（株）イトムカ鉱業所：北海道北見市留辺蘂町富士見 217 番地 1 

 

３）取組の名称と概要 

〈取組の名称〉『使用済み乾電池のリサイクルシステム』 

〈取組の概要〉 

昭和 61 年（1986 年）2 月 2 日厚生省令衛環 22「使用済み乾電池の広域回収・処理計

画」に基づいた「処理センター」としての取り組みを開始。平成 1１年４月、使用済み蛍光灯

を品目に追加。 

平成 23 年（2011 年）3 月 31 日時点の使用済み乾電池等広域回収処理連絡会登録団体

数 625 団体（延 1,123 市区町村）。使用済み乾電池から焙焼工程を経て水銀を回収し、外

缶は鉄製品へ、亜鉛滓は微量要素肥料や亜鉛地金としてリサイクルしている。 
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図 3-29使用済み乾電池リサイクルシステム 

出典：野村興産 HP 

４）収集、再生、利用の取組内容 

〈収集する〉：協力会社による収集及び JR 貨物 

  契約締結後、お客様の廃棄物保管場所へ協力会社が伺い、廃乾電池を収集。提携している日

本貨物鉄道（JR 貨物）、日本通運による専用コンテナでの陸上輸送で JR 北見駅、北旭川駅ま

で運ばれる。 

 JR 北見駅または北旭川駅からイトムカ鉱業所までの輸送方法 

･ コンテナ専用貨車から積み替えて、トラック輸送 

･ コンテナ専用船（国内港湾～十勝港着）から積み替えて、トラック輸送 

一般廃棄物としての廃乾電池が名古屋港から太平洋フェリーで輸送されることが多いが、ほ

ぼ地上輸送。海上輸送の割合は少ない。 

輸送の際は飛散防止のために、オープントップドラム缶を使用。ドラム缶は返送費用の方が

高額になるため、廃乾電池の回収後は洗浄後、有価で売却。排出の度に各自治体・企業には中

古ドラム缶を購入してもらっている。ただし、ユーザーが北海道内などの場合は返却する場合

もある。 

〈転換する〉：廃乾電池の焙焼、資源分別、埋立等 

  集めた廃乾電池を選別し、マンガン廃乾電池、アルカリ廃乾電池など一次電池をロータリー

キルンで 600℃～800℃で焙焼し、水銀を気化させ、その後解砕・磁選により鉄くずと亜鉛

滓に分ける（発生したばいじんは分析を行い、完全に水銀が除去されたことを確認したうえで

自社構内管理型最終処分場に埋め立て。重量比の 1%以下）。 

〈利用する〉：配達する 

鉄くず ⇒ 鉄筋などの鉄製品                

亜鉛滓 ⇒ 亜鉛地金   
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微量要素肥料原料   

水銀  ⇒ 蛍光灯の材料 

水銀試薬  

 金製錬材料 

 

５）循環資源の取扱量 

〈受入（発生）時の取扱量〉 

 平成 23 年度（2011 年度） 

4 月度～10 月度： 廃乾電池（一般廃棄物）処分量 6,272 トン  ※HP 参照 

廃乾電池（産業廃棄物）処分量 377.9 トン 

※ 平成 23 年度（2011 年度）11 月以降の正確なデータはないが、年間の電池処理量約

12000 トン÷12 が一ケ月のおおよその処理量） 

 ロータリーキルンの処理能力 ⇒ 約 100 トン／日  

1 日の稼働時間：24 時間  

年間稼働日数：260 日 

〈排出（利用）時の取扱量〉（平成 22 年度（2010 年度）） 

･ 鉄くず回収量：2,700 トン／年（乾電池回収量の 26％） ⇒ 月平均：220 トン 

･ 亜鉛滓回収量：9,000 トン／年（乾電池回収量の 54％） ⇒ 月平均：750 トン 

･ 水銀 回収量：49kg／年※ 

･ その他：３.3 トン／年：真鍮・炭素棒  

 ※（社）全国都市清掃会議 水銀回収実績、処理団体数及び処理量の推移 参照 

※ 回収量の約 20％は水分や有機物質のため、処理途中で分解されたり、蒸発したりする 

 

６）資源循環の範囲等 

〈「収集する」の範囲〉 

日本全国が対象となる。 

総回収量／年に対する各ブロックの回収量／年の割合 

･ 北海道・東北 ・・・25% 

･ 関東 ・・・8％ 

･ 中部 ・・・40％ 

･ 近畿 ・・・8％        

･ 中国 ・・・10％ 

･ 四国 ・・・5％ 

･ 九州・沖縄 ・・・4％ 

計 5,034 トン 

※全国都市清掃会議「平成 22 年度使用済み乾電池等の広域回収・処理計画実施状況報告」参照 

特に中部ブロック（愛知県）からの回収量が多い 
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〈「転換する」の範囲〉 

野村興産（株）イトムカ鉱業所：北海道北見市留辺蘂町富士見 217 番地 1 

 

〈「利用する」の範囲〉 

･ 鉄くずの主な売却先 

谷川商店（北海道北見市） 

スクラップ業者が窓口となり、その後全国の製鉄メーカーに売却される 

･ 亜鉛滓の主な売却先 

亜鉛地金の原料として ⇒ 三池製錬株式会社ほか   

微量要素原料として ⇒ 野村貿易株式会社 

〈「収集する」の最長距離（km）〉 

 沖縄県名護市  約 3,269Km 

〈「収集する」の最大人口〉 

 東京都  13,188,423 人 

 

７）その他の取組に関する情報 

〈取組主体〉野村興産 

〈取組主体間の連携〉環境省の認可団体である全国都市清掃会議と連携 

〈地域住民（コミュニティ）の関与の状況〉 

 見学・視察の受け入れ 

受入頻度：営業日毎、人数：最大 40 人／団体 ⇒ 年間見学者数延べ 1,200 人 

見学者の割合 

･ 一般市民 ３％  

･ 学生等 ４％  

･ 企業 ８７％  

･ その他（団体）６％ 

 

〈事業維持費の確保〉 

 処理費＋製品販売費＋収集運搬費＋環境計量事業費＋温泉経営売上 

･ 処理費に関して、1 回のロット、発生場所、梱包材、状態、種類などの条件によって若干異

なるため非公開だが、基本的に道内道外とも処理料金は一律である。但し、一般廃棄物及び

産業廃棄物扱いによって費用は異なる。 

･ 自治体に対しては基本的に一律。 

 

８）成果と実績 

･ 平成 9 年（1997 年）4 月：エネルギー・資源学会において「使用済み乾電池のソフトフ

ェライト原料へのリサイクル技術」について TDK（株）と共同で第 10 回技術賞受賞 

･ 平成 19 年（2007 年）10 月：循環型社会形成推進功労者として、環境大臣賞を受賞 
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･ 埋立処分量の削減 

･ 鉄・マンガン・亜鉛などの輸入資源の有効利用 

〈活性化等効果〉 

･ 1,000 人超の見学者や雇用など、地元北見市経済には少なからず貢献している。 

 

９）課題や問題点 

･ 各自治体との契約に関して、 

 全国都市清掃会議ルートと入札制度及び見積書比較などの契約が混存。 

 仕様が一定ではないため価格のみの判断に委ねられる場合が多く、他社の処理クオリテ

ィ確保に懸念が生じる。国内での代表的な不法投棄問題も過度な競争原理の末に起こり

えた事象との見方が強い。 

･ コスト削減のため全国都市清掃会議ルートから入札契約に移行する自治体が増えているた

め、処理団体数及び処理量が減少している。 

･ 乾電池リサイクルは厳格に法律的に定められているわけではないため最終的にユーザーの

判断に委ねられることが多い。法律的な縛りが進められればリサイクル率も上がるだろう。 

 

10）その他 

･ 地元には適正処理業者が存在しないという台湾業者からの依頼で、台湾からの乾電池の受け

入れを開始（平成 22 年度（2010 年）は約 600 トンの受入）。 

･ 電力会社の蓄電用ナトリウム電池、電気自動車用リチウム電池などの研究検討を開始し、一

部入荷がスタート。 

 

ヒアリング応対者： 野村興産株式会社 関西営業所 松原滋氏 

（2012.02.16） 
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3.6 溶融スラグ 

3.6.1  岡山市東部クリーンセンター（岡山県岡山市） 

１）事業の経緯・時期 

･ 平成 10 年（1998 年）11 月溶融スラグ研究班が岡山市建設管理委員会に設置される。 

･ 平成 13 年（2001 年）8 月東部クリーンセンター稼働開始。 

･ 平成 14 年（2002 年）4 月溶融スラグの利用促進に関する指針及び溶融スラグの売払に

関する指針が制定される。 

･ 平成 18 年（2006 年）2 月岡山市が「舗装工事における溶融スラグ入りアスファルト混

合物の使用について」通知を出し、スラグ入りアスファルト混合物の使用を義務づけられる。 

 

２）資源循環が行われている地域 

〈地 域〉岡山市（例外的に瀬戸内市、吉備中央町） 

〈範 囲〉岡山市全域及び瀬戸内市 

 

３）取組の名称と概要 

〈取組の名称〉特になし 

〈取組の概要〉 

･ 焼却ごみはサーマルリサイクルすると共に、焼却残渣は、溶融し無害化処理を行う事により、

再資源化を図るなど、資源循環型社会を目指した施設。 

･ 直流電気抵抗式灰溶融炉で焼却炉から発生する不燃物、焼却飛灰をスラグ化。 

･ ごみの燃焼熱を利用して、発生蒸気による全量発電を行い、余剰電力は、電力会社に売電す

るとともに、温水プール入浴施設、冷暖房の熱源にしている。 

 

図 3-30 岡山市東部クリーンセンター外観 

出典：岡山市 HP 

４）収集、再生、利用の取組内容 

〈収集する〉：市のごみ収集車が収集する 

･ 家庭系ごみは直営もしくは委託での回収、または個人の持込み。 

･ 事業系ごみは許可事業者が各事業所から回収、または事業者による持込み。 

 

〈転換する〉：焼却後に溶融処理 
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･ 溶融処理能力 39 トン／日の直流電気抵抗式灰

溶融炉を 24 時間連続稼働している。 

･ 現在は焼却するごみの量も減少しているため

（岡南環境環境センター、当新田環境センター

との兼ね合い）、20 トン／日程度での稼働。 

･ 灰溶融炉は 2 基。 

･ 溶融炉内の温度が 1400℃まで上がるため、耐

火レンガの腐食が早く、90 日前後で張替えを行

っている（張替えのタイミングで 2 基を交互に

稼働） 

･ 焼却飛灰９、不燃物１の割合でスラグ化してい

る。 

 

図 3-31 施設の概要 

 出典：岡山市 HP 

〈利用する〉：スラグの利用と余剰電力の売電を行っている。 

･ スラグは 100 円／トンで合材協会に全量売却。 

･ 再生アスファルト材についての、溶融スラグの混入率は当初全重量の 10％であったが、平

成 19 年度（2007 年）より 7％に引き下げ。 

･ ごみ燃料熱を利用して、発生蒸気による全量発電を行い、余剰電力は、電力会社に売電。 

･ 平成 22 年度（2010 年度）は 4,447,080 キロワットアワーを 3,700 万円で売電。 

･ 温水プール入浴施設、冷暖房の熱源に利用。 

･ 東部リサイクルプラザに蒸気及び電気供給。 

･ 吉井川浄化センターに電気供給。 

 

図 3-32 溶融スラグ 

出典：岡山市 HP 
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図 3-33 東部クリーンセンターごみ焼却量と売り電推移 

出典：岡山市 HP 

 

５）循環資源の取扱量 

〈排出（発生）時の取扱量〉 

平成 22 年度（2010 年度）の回収実績 

計 104,000 トン／年 → 約７,000 トン～１0,000 トン／月 

おおよその内訳（家庭系ごみ約６割、事業系 4 割、産業廃棄物 500 トン程度） 

 

〈受入（利用）時の取扱量〉 

スラグ 平均して日量 15～20 トン 

平成 22 年度（2010 年度）実績：発電量 34,982,460 キロワットアワー 

売電量：4,447,080 キロワットアワー →売電 約 3700 万円 
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図 3-34 東部クリーンセンター溶融スラグ利用状況 

出典：岡山市 HP 

６）資源循環の範囲等 

〈「収集する」の範囲〉 

岡山市（例外的に瀬戸内市、吉備中央町） 

〈「転換する」の範囲〉東部クリーンセンター 

※ スラグとして東部クリーンセンターから合材協会に売却されたスラグは、牛窓の NIPPO

コーポレーション東岡山合材工場（岡山県瀬戸内市牛窓町長浜 2506-1）で摩砕（破砕）さ

れる。 

〈「利用する」の範囲〉岡山県 

〈「収集する」の最長距離（km）〉 

東部クリーンセンターから北区役所建部支所 道路距離約３８Km 

（吉備中央町役場まで道路距離約 67Km） 

〈「収集する」の最大人口〉 

平成２２年（2010 年）４月１日での収集対象人口：699,776 人 

 

７）その他の取組に関する情報 

〈取組主体〉岡山市 

〈地域住民（コミュニティ）の関与の状況〉 

･ 見学者コースとして、各プラント設備（受入設備、焼却設備、廃ガス処理設備、タービン設

備、溶融設備）の稼働状況の見学、概要説明 10 分、ビデオ 15 分、見学 30 分、質疑応答
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10 分 

･ 平成 22 年度（2010 年度） 見学者数 6,104 人（市・県内外より） 

〈事業維持費の確保〉 

特になし 

 

８）成果と実績 

平成 23 年度（2011 年度） 溶融スラグ利用状況（４月～８月） 

発生量 1,753.76 トン  取引量 2,205,86 トン 

〈活性化等効果〉 

･ クリーンセンターの運転管理を一部委託しており、地元の方が数名就職された。 

･ 併設する温浴施設健幸プラザは、22 年度利用者数 17 万 8 千人。 

 

９）課題や問題点 

【灰溶融炉の運転方法の確立】 

･ 炉内を 1,400 度という高温にするため、温度調節を誤ると耐火レンガの寿命を縮めてしま

うことになり、結果運転期間を縮め、生産量を減少させてしまう。 

･ 稼働 10 年目にしてようやく安定してきたが、まだまだ技術的な面で課題が多い。 

･ 鉛に関しての研究が必要。 

【運転コストの高さ】 

･ 年３回のレンガの積み替えにかかる費用は 2,500 万円。 

･ 平成 22 年度（2010 年度）電気使用料 約 1 億円（内基本料金：7,000 万円、使用料金：

3,000 万円） 

【スラグの引き取り量の減少と設備の減価償却】 

･ 昨年は工事の発注が少なかったため、合材協会からもスラグが捌けず（＝引き取ってもらえ

ない）、800 トンまで貯留可能なストックヤードからあふれそうになった。 

 

10）その他 

特になし 

 

ヒアリング応対者：岡山市環境局東部クリーンセンター 所長 熊岸建一氏 

（201１.10.18） 
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3.6.2  水島エコワークス(株)（岡山県倉敷市） 

１）事業の経緯・時期 

平成１４年（2002 年） １月 倉敷市・資源循環型廃棄物処理施設設備運営事業を
行う特別目的会社として設立 

平成１４年（2002 年）  １２月  産業廃棄物特定施設認定 

平成１５年（2003 年）   ３月   一般・産業廃棄物処理施設設置許可 

平成１７年（2005 年）   １月 産業廃棄物処分業および特別管理産業廃棄物処分

業許可 

平成１７年（2005 年）   ４月 ガス化溶融炉営業運転開始 

 

２）資源循環が行われている地域 

〈地 域〉岡山県倉敷市水島 

〈範 囲〉倉敷市 

 

３）取組の名称と概要 

〈取組の名称〉『倉敷市・資源循環型廃棄物処理施設設備運営事業』 

〈取組の概要〉 

倉敷市からの一般廃棄物等と、岡山県内からや水島コンビナート企業等からの産業廃棄物を、

「サーモセレクト方式」のガス化溶融処理システムにより 100％再資源化を行うことで、廃棄

物ゼロの資源循環型社会の形成に貢献する。また、過去最大規模の運営型 PFI 事業（Build Own 

Operate 方式）であり、運営期間は平成 17 年 4 月～平成 37 年 3 月（20 年間）を予定して

いる。 

 

４）収集、再生、利用の取組内容 

〈収集する〉：収集する 

一般廃棄物 

･ 市の直営もしくは委託業者による搬入 

産業廃棄物 

･ 排出事業者が手配する収集運搬業者による搬入 

･ 事業者による持込み 

※飛散防止措置として屋内貯蔵している 

 

〈転換する〉：ガス化溶融処理 

･ ガス化改質方式の焼却（JFE サーモセレクト方式ガス化溶融炉） 

･ 処理能力 555 トン／日（24 時間、185 トン／日×３基）  

･ 稼働日数 305 日／年 

･ 稼働時間 7,320 時間／年 

･ 平成 22 年度の稼働率 83.5％ 
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〈利用する〉：リサイクル 

･ スラグ ⇒ ◆ブロック ◆コンクリート２次加工品 ◆道路材 ◆土工材                    

･ メタル ⇒ ◆銅精錬                        

･ 硫黄  ⇒ ◆硫酸原料         

･ 金属水酸化物 ⇒ ◆亜鉛精錬                  

･ 工業塩    ⇒ ◆ソーダ工業等の化学原料 ◆融雪剤   

･ 再生利用水  ⇒ ◆場内冷却水の補給      

･ 精製ガス   ⇒ ◆燃料として（発電用） 

 

５）循環資源の取扱量 

〈受入（発生）時〉 

 一般廃棄物等 ◆家庭系 53,791 トン／年     

 ◆水島清掃工場の焼却灰 14,160 トン／年 

 ◆下水処理場から出る下水汚泥 7,549 トン／年  計 75,500 トン 

  産業廃棄物   計 56,488 トン 

※県外から受け入れる産業廃棄物量の割合は全体の 18％ 

〈内 訳〉 

一般廃棄物等  

･ 家庭系（可燃ごみ）・・・ 40.7% 

･ 焼却灰      ・・・ 10.7% 

･ 下水汚泥     ・・・  5.7% 

産業廃棄物  

 廃プラスチック類（自動車等破砕物を含む）・・・25.0％ 

 汚泥・・・   10.2％   ■廃油・・・2.8％   

 木くず・・・  1.4％    ■動植物性残渣・・・1.2％   

 紙くず・・・  0.8％    ■繊維くず・・・0.8％ 

 ばいじん・・・ 0.4％    ■燃え殼・・・0.1％ 

 ガラスくず・コンクリートくず（がれき類を除く）・陶磁器くず・・・0.0％ 

 廃酸・・・0.0％          ■廃アルカリ・・・0.0％  

      ※平成 22 年度処理実績 参照 

〈排出（利用）時〉 

スラグ回収量 30.503 トン／年（22 年度） 

 利用用途⇒ 道路材・・・ 12.4 トン 

コンクリート・・・ 0.26 トン 

土工用・・・ 32.1 トン 

〈内 訳〉 

･ スラグ       全体の 88.6％ 

･ メタル       全体の 0.9％ 
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･ 工業塩       全体の 7.0％   

･ 金属水酸化物  全体の 2.4％   

･ 硫黄         全体の 1.1％   ※副産物総量（34.418 トン／年に対する割合） 

･ 精製ガス 

･ 再生利用水 

 

６）資源循環の範囲等 

〈「収集する」の範囲〉 

一般廃棄物 → 倉敷市 

産業廃棄物 → 株主（水島コンビナート内）～倉敷市～岡山県～一部近畿・東海 

〈「転換する」の範囲〉 

水島エコワークス株式会社（倉敷市水島） 

〈「利用する」の範囲〉 

スラグの主な売却先 

･ アスファルト合材用として岡山県西部の企業に売却 

･ 下水管・水道管埋設用に倉敷市の業者に売却 

･ ガス管保護用に岡山ガス・水島ガスに売却 

〈「収集する」の最長距離（km）〉 

岡山県 約 100km 

長野県諏訪市（諏訪市役所） 約 560km （道路距離） 

〈「収集する」の最大人口〉 

倉敷市 ４８万人（岡山県 194 万人） 

 

７）その他の取組に関する情報 

〈取組主体〉 

･ 水島エコワークス株式会社 

･ 民間株主 9 社（資本金２３億） ※２００２年４月９日付 ニュースリリース 参照 

◆JFE スチール（株）・・・ ３８％   ◆中国電力（株）・・・  １６％  

◆旭化成ケミカルズ（株）・・・２％   ◆（株）クラレ・・・    ２％  

◆日本ゼオン（株）・・・ ２％ ◆三菱化学（株）・・・   ２％   

◆三菱瓦斯化学（株）・・・ ２％ ◆三菱自動車工業（株）・・・２％ 

◆JX 日鉱日石エネルギー（株）・・・4％  

◆岡山県・・・１０％         ◆倉敷市・・・ ２０％ 

･ 自治体（岡山県、倉敷市） 

〈取組主体間の連携〉 

･ 出資（民間株主９社、岡山県、倉敷市） 

･ 運転・保守・管理契約 ⇒ JFE エンジニアリング 

･ ガス・副生成物の販売契約 ⇒ JFE スチール 
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〈地域住民（コミュニティ）の関与の状況〉 

･ 見学・視察の受け入れ 

 年間見学者数 のべ 2,200 人（一般市民 7％、学生 55％、団体 38％） 

･ 環境教育への取組みとして展示会等の依頼があれば、パネル・ビデオ展示 

〈事業維持費の確保〉 

･ 処理委託費により確保 

･ 出資の多寡による違いはないが、民間株主とは 3 年ごとの「長期産廃契約」を締結し、処

理費用を安くする代わりに、年間引き取り数量を確約させている。 

･ 家庭系一般廃棄物の処分費用は、倉敷市との契約に基づき、固定費・変動費として受取 

 

８）成果と実績 

･ 株主、倉敷市にとって、施設規模拡大に伴うスケールメリットの確保 

･ 倉敷市にとって一般廃棄物の処理コストダウン効果 

･ 倉敷市にとって埋立処理量の削減 

･ 焼却灰等処分のための産業廃棄物の補助燃料材としての活用 

･ ゴミのエネルギーから生まれた可燃性ガスを発電に利用することによる CO2 削減 

〈活性化等効果〉 

･ 新規雇用の創出 

･ 倉敷市・コンビナート企業等のリサイクル率アップ 

 

９）課題や問題点 

･ 倉敷市の活用活発化によりスラグの引き取り量が増加し、不足気味（定期的に需給調整をし

ている）ストックヤードには 365 日分約 30,000 トンをストック 

･ ごみ構成の不安定性。それにより副産物の性質も変化するし、カロリー不足の場合は補助燃

料を増加させねばならない 

･ 経済活動低迷による、受託ごみ不足、産廃の価格下落（当初は 150,000 トンの受け入れ

を想定していたが、現在は平均して 140,000 トン） 

 

10）その他 

･ 今後の展開としては、現行の設備・体制で、操業の安定による副産物の品質安定、または利

用先・用途の拡大を図っていくことを考えている 
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図 3-35 サーモセレクトプロセスフロー図 

出典：水島エコワークス HP 

ヒアリング応対者：水島エコワークス株式会社 総務部 野中正之氏 

（2012.01.25） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

132 

 

3.7 一般廃棄物焼却灰 

3.7.1  山口エコテック(株)（山口県周南市） 

１）事業の経緯・時期 

環境の世紀といわれる 21 世紀においては、従来の大量生産・大量消費・大量廃棄の経済社

会システム全体を変革し、環境への負荷の少ない循環を基調とした持続可能な「循環型社会づ

くり」を推進していくことが重要な課題となっている。このため、山口県では、新しい県づく

りの指針となる「やまぐち未来デザイン 21」において、「健全で恵み豊かな環境の保全と創

造」を重要な政策課題として位置づけ、県の特性を活かした、新しいごみゼロ社会づくりを総

合的・計画的に推進していくための具体的な行動促進計画となる「山口ゼロエミッションプラ

ン」を策定した。山口ゼロエミッションでは、①山口県の地域特性を活かしたゼロエミッショ

ン型の地域づくり、②山口県の特色である基礎素材型産業を核としたゼロエミッションの促

進、③県内の関係主体の協力および近隣中核都市との連携、の 3 点を踏まえた上で、「3R（リ

デュース、リユース、リサイクル）・適正処分の推進」を基本方針とする山口方式のゼロエミ

ッションを推進し、山口県にふさわしい循環型社会の実現を目指すこととした。 

「山口ゼロエミッションプラン」に掲げるプロジェクトのうち、熟度が高く、確実な実施が

見込まれ、かつ相当の環境負荷低減の効果が期待される先駆的・独創的なプロジェクトとして

「山口エコタウン基本構想」が構築された。これは、公害防止計画地域を中心に、県内全域を

対象として、先駆的な環境調和型まちづくりのプロジェクトを確実に実施するための実行計画

の基となる基本構想である。主要なプロジェクトは、ハード事業：①ごみ焼却灰セメント原料

化施設、②廃プラスチックのガス化による化学工業原料化リサイクル、③ペットボトルを主と

するポリエステル製品の原料化リサイクル施設の整備、ソフト事業：①環境ビジネスシンポジ

ウム、②やまぐちゼロエミッションサロン、③やまぐちゼロエミッションネットワーク、であ

る。山口県は、平成 9 年（1997 年）5 月に「山口県ごみ処理広域対策協議会」を設置した。

この中で、県下の焼却施設から排出される多量の焼却灰の、広域的な処理が大きな課題として

浮かび上がってきた。このため、平成 10 年（1998 年）9 月に産・学・官による「山口ゼ

ロエミッション推進協議会技術検討部会」が設置され、さらに技術検討が深められた。その後、

平成 11 年度（1999 年度）、平成 12 年度（2000 年度）の２ヵ年にわたって、「ごみ焼却

灰のセメント原料化」の実証試験が行われ、その安全性と経済性が確認された。途中、平成

11 年（1999 年）には、「ダイオキシン類特別措置法」が公布、平成 12 年（2000 年）よ

り施行されている。 

平成 13 年（2001 年）4 月、（株）トクヤマと宇部興産（株）の共同出資により（資本金

を 9,000 万円（うち（株）トクヤマ 50％、宇部興産（株）が 50％））「山口エコテック(株)」

が設立された。事業は山口県周南市の（株）トクヤマ徳山製造所内で行なわれ、平成 13 年

（2001 年）8 月に工事着手（総事業費 35 億、経産省 1／3 補助）、平成 14 年（2002 年）

4 月から操業が開始された。同所でセメント原料化された脱水ケーキは、（株）トクヤマと宇

部興産（株）においてそれぞれ 50%ずつ利用されている。また、セメント原料化リサイクル

を行なうために使用されている施設の処理能力は年間 50,000 トン（約 200 トン／日）とな

っており、これは県内にある 13 のごみ焼却施設から排出されるごみ焼却灰の排出量から設定
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されている。 

 国の補助によりスタート。ゼロからのスタートで経産省約 35 億円の総事業費。 

 ダイオキシン特別措置法により飛灰の処理も事業目的の一つ。 

 主灰(ボトム)の方は環境基準を満たす。飛灰は超えているのがあった。 

 

２）資源循環が行われている地域 

〈地 域〉山口県内を主とする。周南市の㈱トクヤマ事業所内 

〈範 囲〉 

収集範囲は、山口県内の自治体および岡山市、その他自治体。山口県内の自治体では、開業以

前に宇部市、下関市が溶融処理施設を整備したことから受け入れは行っておらず、それ以外の

すべての市町村については一般廃棄物焼却灰の受け入れを行っている。 

※ 埋立処分場に余裕のある自治体についても、全体量の数割程度など受け入れを行っている。 

 

３）取組の名称と概要 

〈取組の名称〉「都市ごみ焼却灰のセメント原料化（前処理：脱 DXN、脱塩素）」 

〈取組の概要〉 

山口県および地元企業 2 社（宇部興産、トクヤマ）による、山口エコタウン（ゼロエミ）

構想に基づく事業。 

県内を中心とするごみ焼却施設から排出される一般廃棄物焼却灰を、セメント工場の受け入

れ基準に適合するように前処理して、脱水ケーキに再資源化している。山口エコテックで前処

理された脱水ケーキは、セメント工場に送られて、汎用性の高い「普通ポルトランドセメント」

を製造する原料となる。 

 

図 3-36 主要設備 

出典：山口エコテック（株）HP 
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図 3-37 ごみ焼却灰セメント原料化設備のリサイクルフロー 

出典：山口エコテック（株）HP 

４）収集、再生、利用の取組内容 

〈収集する〉：持ち込み分を受け入れ 

 基本的に排出者の持ち込み渡しとする。 

 環境汚染がないよう、飛散防止措置を重視。多くが、主灰は密閉式や天蓋式コンテナ等を利

用し、飛灰はジェットパック車等を使用し運搬している。 

 運搬方法（鉄道貨物 1％、トラック輸送 99％、その他 なし） 

 ダンプ車もしくはジェットパック車 

 遠方からの運搬は、一部、鉄道貨物利用による（CO2 排出量の削減）。 
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〈転換する〉：リサイクル処理 

 毎月の受入数量は、3,500～3,800 トン／月で、山口県内からの排出が 7 割、それ以外が

合計 3 割。年間で 45,000 トンを受け入れ、稼働率は 90％ 

 セメント原料の CaO（酸化カルシウム）、SiO２（二酸化ケイ素）、Al2O3（酸化アルミニウ

ム）を源として、都市ごみ焼却灰を活用。 

 場内において、水質、大気等の環境汚染が発生しないよう、さまざまな措置を講じている。

具体的には、セメント原料化施設の整備では、水洗・脱水機の設置による水洗脱塩素及び篩

機設置による異物除去・破砕機の設置による粒度調整を、環境保全対策では、排水処理施設

の設置による排水処理・加熱脱塩素化装置の設置による脱ダイオキシンを、セメントキルン

における環境保全対策では、塩素バイパス装置の設置等を行っている。 

 運搬された主灰は異物除去装置で異物を除去し、粉砕機にかけてスラリー貯槽へ、また飛灰

はハーゲンマイヤー炉でダイオキシン除去後にスラリー貯層へ投入される。スラリー貯層で

水洗脱塩処理を行なわれた主灰と飛灰は、脱水ろ過機で排水処理を行なった後、脱水ケーキ

として（ここまでの処理）セメントキルンに投入し、普通セメントを製造している。 

 県内のごみ焼却施設を有している各自治体からの「委託費用」は県税投入の観点から、主灰

は 1 トンあたり 22,000 円、飛灰は 1 トンあたり 32,000 円と設定されており一律であ

る。なお、県外搬入分の処理費については、別途応相談としている。 

〈利用する〉販売・利用 

 普通ポルトランドセメントとして販売・利用。 

 

５）循環資源の取扱量 

〈受入（利用）時の取扱量〉 

45,000 トン／年（受け入れ処理能力：50,000 トン／年） 

〈排出（発生）時の取扱量〉 

51,000 トン／年（異物除去、脱塩素処理後の脱水ケーキになったセメント原料の数量） 

 

６）資源循環の範囲等 

〈「収集する」の範囲〉 

山口県を主とする西日本エリア（先方持ち込み） 

〈「転換する」の範囲〉 

株式会社トクヤマ徳山事業所内（山口県周南市） 

〈「利用する」の範囲〉 

できあがった普通ポルトランドセメント（JIS 規格）は、全国で販売、利用される。 

※ エコセメントと違い塩素が低いので構造材料として使用できる非常に質のいいセメントが

製造できる。エコセメントは塩素が高く、構造材料には使用不可、景観材料のみ。 

〈「収集する」の最長距離（km）〉 

静岡県内の自治体から排出（650km） 

JR 貨物にて、新南陽駅へ。数量は 500 トン弱／年（全体の 1％） 
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〈「収集する」の最大人口〉 

699,600 人（岡山市） 

山口県内では、周南市、下松市、光市の可燃ごみ焼却を行う「周南地区衛生施設組合」、山口

市が大口の排出先となっている。 

 

７）その他の取組に関する情報 

〈取組主体〉(株)トクヤマ 50%、宇部興産(株) 50%の出資で山口エコテックが設立された。

良い意味で地元の素材生産大手であるライバル企業のつながりが生まれた。 

〈取組主体間の連携〉 

社員および下請けの従業員は、すべて親会社、関係会社で対応。 

〈地域住民（コミュニティ）の関与の状況〉 

特になし。自治会やその他の団体からの視察・見学希望には対応している。 

〈事業維持費の確保〉 

日本政策投資銀行より調達（最初の設備建設費）。山口エコテック（株）が負担（総事業費の

2／3、出資企業で 1／2 ずつ）する設備投資の他に、エコタウン事業補助金として全体の 3

／1 を経済産業省から、山口県からも一部支援されている。 

 

８）成果と実績 

 平成 14 年（2002 年）4 月より運用を開始し、昨年度（2010 年度）までの 9 年で累計

372,000 トンを受け入れ処理している。 

 製造した脱水ケーキは、出資のセメントメーカーへ処理費を負担し処理委託している。 

  （処理費については公表していない） 

 都市ごみ焼却灰の利用により、原料となる資源である石炭灰、無機汚泥等と同様な利用がで

き、従来使用していた粘土の使用量を削減できた。 

 同上による埋立処分場の延命効果が図られた。（平均 7～8 年の延命効果あり） 

 しかしながら、わが国の普通ポルトランドセメントの生産量は約 41,000,000 トン。トク

ヤマおよび宇部興産の生産に供する原料に対し、山口エコテックで製造する脱水ケーキの製

造量は 1％に満たない。 

〈活性化等効果〉 

 取引先自治体の埋立処分場の延命効果が図られた（平均で７～８年程度） 

 埋立処分場の新規建設に係るさまざまな経費や見えない経費も含め、大きな効果が生まれて

いると思われる。 

 

９）課題や問題点 

 海沿いの施設ということもあり、台風や地震、それによる津波などの自然災害による施設の

損傷等への対策。 

 自治体で現在稼働中の溶融炉等の更新時期が近づき、その後の一般廃棄物焼却灰の処理方法

として、県外の自治体で受入依頼を検討されている事例もある。 
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（九州、広島、新潟等々の問合せがある） 

 受け入れ数量がほぼ限界に近く、今後のごみ量の減少等もあるが、基本的には山口県内の自

治体の処理を優先するというスタンスは変わらない。 

 稼働から 10 年目になり、今後設備の更新等も必要となる。 

 セメント資源化のエコタウン構想は県内にセメント工場があることがベースにある。セメン

ト工場が近隣にないところに事業を起こすとメリットは出てこない。 

 関東圏はごみ発生量が多く、セメント工場も三菱、住友、太平洋セメントがあるが、ごみ発

生量の方が上回るのでバランスが悪い。 

 

10）その他 

 多少の受け入れ処理能力のアップを図るが、大きな展開は考えていない。 

 需要はあるが、もともとの事業目的を逸脱してまでという無謀なことは考えられない。引き

続き、県とは密接な連携を保ちながら、県内の市町村のために事業を進めていく。 

 

 県内にセメントメーカーのある地域では、山口エコテックと同様に一般廃棄物焼却灰のセメ

ント原料化事業の可能性はある。 

･ 近隣では、赤穂市（住友大阪セメント）や高知市等のセメント工場の周辺での事業化の可能

性はある。 

･ また、山口県と同様に、県との連携は最低条件として、県内で排出される一般廃棄物焼却灰

の処理に特化するなどすれば需要はあると考えられる。 

 この事業は今年 10 年目で設備も老朽している。今後は設備に係る問題がでてくる。 

 セメントの国内需要も問題になると思うが、セメントメーカーの原料中では 1%くらいなの

で事業としては続けていけると思う。将来的な悲観要素はないと思っている。 

 県内にセメントメーカーが３社（トクヤマ、宇部興産、東ソー）あること、工場は宇部興産

2 工場、トクヤマ、東ソーで各 1 工場あり計 4 工場ある。今は宇部とトクヤマで 2 工場納

入している。そういう面ではリスクも少なくメリットは大きい。 

 

ヒアリング応対者：山口エコテック株式会社 営業・総務部長 末永文男氏 

（2011.11.24） 
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3.7.2  太平洋セメント(株)大分工場（大分県津久見市） 

１）事業の経緯・時期 

平成 ７年（1995 年）３月：熊谷市から焼却灰（主灰・ばいじん）の有効利用について研究
協力要請がされる。 

平成 ８年（1996 年）３月：焼却灰の性状検査を開始。 

平成 ９年（1997 年）３月：埼玉県が「彩の国倍プラント化計画」を策定し、焼却灰水洗脱
塩技術を採用。焼却灰のセメント資源化研究を開始。この計画を
受け、「埼玉県ゼロエミッション検討委員会」が発足。一般廃棄
物ゼロエミッション推進実証事業として、3 事業（RDF 導入事
業・溶融スラグ有効利用・焼却灰有効利）を掲げる。 

平成 ９年（1997 年）１０月：実証プラントを建設。 

平成１０年（1998 年）４月：実証プラントの運転開始。 
平成１１年（1999 年）３月：埼玉県ゼロエミッション検討委員会において、実証試験結果が

報告され、認知。 

平成１２年（2000 年）１月：ばいじんの処理法として、「焼成法」が厚生大臣告示に反映。 

平成１３年（2001 年）７月：熊谷工場にて灰水洗システムの営業を開始。 
平成１６年（2004 年）３月：三重県で「三重 DRF 焼却・発電事業」で発生するばいじん処理

に灰水洗システムが採用され、稼働を開始。水洗処理されたばい
じんは、藤原工場にてセメント資源化。 

平成１９年（2007 年）４月：大分工場（津久見）にて焼却残さのうち焼却灰のセメント資源
化事業を開始。 

 

２）資源循環が行われている地域 

太平洋セメント株式会社 大分工場：大分県津久見市合ノ元町 2-1 

 

３）取組の名称と概要 

〈取組の名称〉『環境事業 都市ごみのセメント資源化システム』 

〈取組の概要〉 

生活系から産業系までの廃棄物をセメント原料や燃料に活用。都市ごみ焼却灰を脱塩処理

し、セメント資源化する灰水洗システム、ロータリーキルンと発酵技術を利用して生ごみを資

源化する AK システムなど、環境リサイクル技術の開発と事業化に取り組む。また、石灰石を

原料とした炭酸カルシウムなどの排煙脱硫材を石炭火力発電に納入。大気汚染や酸性雨の防止

に貢献している。同時に発電所が産する石炭灰をセメント原料としてリサイクルするととも

に、各種土木材料の生産に活用。排脱石膏もセメント原料に再利用している。産業界からの廃

タイヤ、廃プラ、製紙スラッジ、鋳物廃砂にはじまり、自治体の浄水発生土、下水汚泥、浚渫

汚泥などのリサイクル事業も展開し、その他、フロン破壊処理や廃棄物処理関連のプラント工

事も行うなど、多面的なリサイクル事業を進めている。 

 

４）収集、再生、利用の取組内容 

〈収集する〉：受入のみ 

排出者の持込み・・・飛散防止のため、密閉型の専用コンテナを使用 

※ 主な運搬方法 

･ トラック輸送、鉄道貨物、船舶輸送 
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･ 処理委託費用は県内、県外で一律ではない 

･ 県内の各自治体からの処理委託費用は一律 

･ 県外搬入分の処理費に関しては、運搬費用、埋立費用等を考慮して設定 

 

〈転換する〉：セメント原料化 

･ ばいじんは、溶解槽にて水洗脱塩された後、ベルトフィルターでの脱水および排水処理を経

て、セメント原料化される。 

･ 焼却灰は大塊除去装置で大塊を除去し、適合物を磁力選別機にかけ、金物を取り除く。その

後、篩い分けをし、異物を取り除き、粗粒は粉砕機にかけ、セメント原料化される。 

･ 前処理されたばいじん、焼却灰、原料は、余熱装置（サスペンションプレヒーター）で

1,000℃まで余熱された後、焼成用キルンで 1,450℃の高温で焼成され、クーラーで焼却

用空気と熱交換し、100℃以下に急冷され、クリンカ（半製品）になる。その後クリンカ

に少量の石膏を添加し、仕上げミルで粉砕され、セメントとなる。 

･ 焼却灰中に含まれる微量のダイオキシンは、製造工程（焼成用キルン）の 1,450℃の高温

焼成中に分解され無害化される。 

 

※ 水質、大気等の環境汚染が発生しないための対策として 

 水質に関して： 

セメント工場は水質汚濁防止法に該当しないが、排水について地域との 

協定値を遵守している。 

 大気に関して： 

従来どおり大気汚染防止法に定められている環境基準を遵守している。 

 

図 3-38 都市ごみ焼却主灰セメント資源化システムフロー 

出典：太平洋セメント HP 

〈利用する〉：できあがった製品と利用先 

◆普通ポルトランドセメント 

 コンクリート製品 

   ⇒ 道路用製品、インターロッキングブロック、建築用コンクリートブロック 

建築用外装      

 生コンクリート   
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⇒ 鉄筋コンクリート構造物   

 その他                              

   ⇒ 建築材料 

 

５）循環資源の取扱量 

〈受入（発生）時の取扱量〉 

 一般廃棄物焼却灰処理数量：23,000 トン／年（平成 22 年度（2010 年度）） 

※処理能力：192 トン／日 40,000 トン／年規模の処理事業 

･ 1 日の稼働時間：24 時間   

･ 年間稼働日数：365 日 

･ 平成 22 年度（2010 年度）の稼働率：100％（ロータリーキルン 3 本の内、常時 2

本が稼働） 

･ 一般廃棄物焼却灰の県内・県外からの搬入の割合 

県内：29％ 

県外：71％ ⇒ 1 位：高知県 36％  

2 位：福岡県 14％  

3 位：宮崎県 9％  

4 位：三重県 8％  

5 位：静岡県 2％      

            

※ 産業廃棄物焼却灰に関して 

 産業廃棄物焼却施設から発生する焼却灰の受け入れ量：13,800 トン／年 

（平成 22 年度（2010 年度）） 

･ 大分県内：全体の 16％ 

･ 大分県外：全体の 84％ ⇒ 宮崎県 63％、熊本県 20％ 

  

 一般廃棄物焼却灰 23,000 トン／年 ＋ 産業廃棄物焼却灰 13,800 トン／年 

＝ 36,800 トン／年 （全セメント原料の約 0.5％） 

 

〈排出（利用）時の取扱量〉 

 普通ポルトランドセメント： 4,300,000 トン／年（平成 22 年度（2010 年）） 

 

６）資源循環の範囲等 

〈「収集する」の範囲〉 

･ 大分 ⇒ 大分県内市町村 

･ 九州 ⇒ 福岡、長崎、宮崎   

･ 四国 ⇒ 高知                                      

･ その他 ⇒ 三重、静岡、神奈川、群馬 
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〈「転換する」の範囲〉 

太平洋セメント 

〈「利用する」の範囲〉 

全国・海外のゼネコン、コンクリート二次製品メーカー等 

〈「収集する」の最長距離（km）〉 

群馬県 A 市（1,400ｋｍ） 

〈「収集する」の最大人口〉 

高知県 B 市（人口 34 万人） 

 

７）その他の取組に関する情報 

〈取組主体〉太平洋セメント、連携先として排出側自治体、受け入れ側自治体、運送会社 

〈取組主体間の連携〉取組主体間同士で契約を締結している（単年度） 

〈地域住民（コミュニティ）の関与の状況〉 

･ 見学・視察の受け入れ 

受入頻度：週４～5 日  人数：最大 100 人 ⇒ 年間見学者数延べ 約 1,000 人 

見学者の割合・・・一般市民 ２％、学生等２％、企業９１％、その他５％ 

･ 年に 1、2 回、地元町内会等の工場見学が行われ、定期的な情報交換を行っている。 

なお、事業維持費は自己資金である。 

 

８）成果と実績 

･ セメント原料である、石炭灰、粘土などの使用量の削減。 

･ 埋め立て処分地の延命効果。 

･ 新たな最終処分場建設やその維持管理費のための負担の軽減。 

･ 最終処分場への埋立に必要な安定化処理などの負担が不要になる。 

･ セメント製造に元々1,450℃のエネルギーが必要であり、焼却灰をリサイクルするための新

たなエネルギーが不要。 

〈活性化等効果〉 

･ 取引先自治体の埋め立て処分場の延命効果が図られた。 

･ 主灰活用のために専用設備を建設した。また活用に伴い地元の雇用が 5～10 名増えた。 

 

９）課題や問題点 

･ 循環圏内のごみの発生量とセメント工場の数のバランスが悪い。 

･ 工場立地場所に対して、一般廃棄物焼却灰をセメント再資源化処理に理解を示し、排出に応

じてくれる自治体が遠方の都市部に多く、収集運搬コストの問題もあり、契約先がなかなか

増えない。 

･ コストの面から埋立を選ぶ自治体も多い。 

 

10）その他 
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･ 一般廃棄物を含め今後も循環型社会に貢献するために受け入れ拡大を考えている。 

 

ヒアリング応対者： 太平洋セメント株式会社 環境事業部 岩川博章氏 

（2012.02.06） 
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3.8 農業用廃プラスチック 

3.8.1  高知県農業用廃プラスチック処理公社（高知県高知市） 

※ ヒアリングの回答は高知ビニール(株) 

１）事業の経緯・時期 

昭和 40 年代前半、施設園芸の発展と共に使用済み農ビフィルムの不法投棄、海への流出（沿

岸漁業への障害）、野焼き（周辺住民への健康被害）が多発し、社会問題化していた。昭和 47

年（1972 年）に社団法人高知県農業用廃プラスチック処理公社を設立し、使用済み農ビフ

ィルムの再生処理を行っていたが、再生品販路の確保や処理プラントの効率的運営に難航し

た。 

昭和 51 年（1976 年）、プラントメーカーである日立造船株式会社が中心となって、高知

ビニール株式会社を設立。公社からの使用済み農ビフィルムの再生処理の委託を受け、現在に

至る。平成 18 年（2006 年）4 月から農業用ポリ系廃プラスチックの再生処理の事業化に

着手。 

 

２）資源循環が行われている地域 

〈地 域〉高知県高知市春野町 高知ビニール（株） 

〈範 囲〉高知ビニール（株）における受け入れ範囲 

 高知県・・・50％（高知市、香南市、安芸市、土佐市、南国市、須崎市） 

 愛知県・・・13％、静岡県・・・7％、和歌山県・・・12％ 

 愛媛県・香川県・徳島県・・・4％ 

 その他 

※なお、高知県農業用廃プラスチック処理公社が取り扱う範囲は 高知県全域のみ 

 

３）取組の名称と概要 

〈取組の名称〉農業用廃プラスチック類の再生処理事業 

〈取組の概要〉 

公社の中に設けられた高知県農業用廃プラスチック処理対策推進協議会が各市町村の地区協

議会を束ねるシステムで、回収計画が各地区の協議会又は農協を通じて農家に伝達され、計画

に従って農協の出荷場などに集められた使用済み農ビを公社と契約している収集運搬業者が

高知ビニールに搬入するという流れで作業が進められる。 

 

４）収集、再生、利用の取組内容 

〈収集する〉：高知県農業用廃プラスチック処理公社 

 塩化ビニールは耐久性があるので、かなり傷んでいてもリサイクルは可能。 

 ただし、燃やしたものは受け入れていない。それ以外はかなりの範囲まで受け入れ可能。 

 排出農家には異物を除去してもらい、飛散しないように、10kg 程度に梱包してもらってい

る。 

 収集運搬業者には、飛散防止措置として、車両にシートを張ってもらっている。 
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 マニフェストの徹底。 

 回収の計画は年度始め、もしくは 1～2 か月前から立てて調整する（各市町村によって異な

る）。 

 7～9 月頃の回収が一番多い。 

 高知県内の排出物のみ、公社が一元化して受け入れしている。 

 回収設定量を 3 ヶ年の平均値を基礎とし、回収処理費を前もって各協議会に納めてもらっ

ている。 

〈転換する〉：高知ビニール（株） 

 薬品を使用せず、全て水洗いで土砂を除去する。 

 土壌の臭いを除去するためでもある。油も付着していることはあるが水洗いで落ちる。 

 薬品を使うと、排水処理でコストがかかる（水処理設備がいる）。 

 

 

図 3-39 処理工程フロー図 

出典：高知ビニール（株）資料 

〈利用する〉：高知ビニール（株） 

 農ビパウダーとして売却 

 パウダーは主に床材メーカーや自動車部品メーカーなどに原料供給 

 2 次加工されペレットとなったものは、自動車トリム、サンダル底、自転車サドルなど、

雑貨の原料として使用される 

※ ポリ系もパウダーとして売却 

 

５）循環資源の取扱量 

〈受入（発生）時の取扱量〉：高知ビニール（株） 

④ 塩化ビニール 

⇒ 4～5 年使えるポリ系が普及してきて塩ビの回収量が年々減少してきている 

合計約 3000 トン（平成 22 年度（2010 年）） 

 高知県・・・1500 トン／年、愛知県・・・４００トン、静岡県・・・２００トン、 
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 和歌山県・・・３５０トン、愛媛県＋香川県＋徳島県・・・１２０トン、その他 

⑤ ポリ系フィルム 

⇒平成 22 年（2010 年）7 月に太平洋セメント・土佐工場がポリ系フィルムの受け入れ

を停止したため、その全量が高知県農業用廃プラスチック処理公社に搬入されている ・・・ 

980 トン（平成 22 年度（2010 年度）） 

※ 高知県農業用廃プラスチック処理公社が取り扱うのは高知県の 1500 トンのみ 

〈排出（利用）時の取扱量〉：高知ビニール（株） 

 塩化ビニル 

歩留まり 約 70～75％（25～30％は土砂や水分） 

 ポリ系フィルム 

歩留まり 約 65％（35％は土砂や水分） 

 

６）資源循環の範囲等 

〈「収集する」の範囲〉：高知ビニール（株） 

 高知県全域 （大川町、越知町除く） 

（北：大豊町、本山町、土佐町 西：土佐清水市 東：東洋町、室戸市） 

 和歌山県、愛知県、静岡県、愛媛県、香川県、徳島県ほか 

※ 高知県農業用廃プラスチック処理公社が取り扱う範囲は高知県全域のみ 

〈「転換する」の範囲〉 

高知ビニール（株）・・・高知県高知市春野町 

〈「利用する」の範囲〉：高知ビニール（株） 

 農ビパウダーは主に床材の原料として床材メーカーに売却される  

広島県福山市・・・50％、滋賀県・・・30％、埼玉県・・・20％ 

※ ポリ系のパウダーに関してはプラスチック製造・加工業者に販売 

 

図 3-40 ポリ系パウダー（左）と農ビパウダー 
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〈「収集する」の最長距離（km）〉 

 静岡市内の収集運搬業者によって運搬されている。（静岡市役所静岡庁舎 約 642km） 

※ 高知県農業用廃プラスチック処理公社が取り扱う範囲は高知県全域のみ 

 高知市より最も離れているのは土佐清水市 約 150km 

〈「収集する」の最大人口〉：高知ビニール（株） 

 高知市 34 万人（高知県 76 万人） 

 愛知県 740 万人 

※ 高知県農業用廃プラスチック処理公社が取り扱う範囲は高知県全域のみ 

 

７）その他の取組に関する情報 

〈取組主体〉高知農業用廃プラスチック処理公社、高知ビニール（株） 

〈取組主体間の連携〉 

高知農業用廃プラスチック処理公社 

 窓口として、各市町村の協議会から処理費を受け取っている。 

 高知ビニール（株）に処理費を払っている。 

高知ビニール（株） 

 公社と再生処理委託契約を結び、公社から処理費用を受け取っている。 

 公社には施設貸付料を支払っている。 

収集運搬業者 4 社 

 各市町村の協議会が集めた農業用廃プラスチック類を収集し、運搬する。 

〈事業維持費の確保〉 

高知県農業用廃プラスチック処理公社 

 各市町村の協議会からの処理費と、高知ビニール（株）から支払われる施設貸付料が主

な事業費 

高知ビニール（株） 

 公社から処理費と、再生販売品の売上 

国、県からの助成はなし 

 

８）成果と実績 

高知ビニール（株） 

 受入実績：124,270 トン（昭和 51 年度（1976 年度）～平成 21 年度（2009 年

度）） 

 再生品販売量：93,300 トン（昭和 51 年度（1776 年度）～平成 21 年度（2009

年度）） 

〈活性化等効果〉 

 埋立されずに有効活用されていること。 

 

９）課題や問題点 
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高知ビニール（株） 

 材料がコンスタントに入って来ない。 

 埋め立てに回っているものもたくさんあると思うし、処理費の高い安いだけでなくて、

資源を有効利用できるような健全な処理方式を模索して欲しい。そのためにも、リサイ

クル事業に理解を頂かないといけない。処理施設の意義を理解していただきたい。 

 販売については理解を頂いて有効的に使ってもらっている。 

 企業側から、エコ製品を取り扱っている企業として申請したりしている関係で、一定の

量が必ず必要になるために、むしろ催促される。 

 許可の関係上、塩ビとポリ系統、2 系列に増設したいが、増設が出来ない。 

 施設の更新現在 35～40 年少しずつ補修をしている 

 ポリ系を断ると、今の塩ビの状況だけでは事業が続いて行かない。 

 

10）その他 

高知ビニール（株） 

 会社の価値を上げるために付加価値のある製品づくり、新商品を開発して販売していこうと

しているところ（パウダーだと原料なので、商品にまでしてしまおうと開発している）→材

料はポリ系フィルム。加工性の問題や値段の問題で、ポリ系フィルムの方がやり易かった。 

 商品開発に並行して原料確保をしっかりしなくてはならない。 

 リサイクルにおいては、原材料が上手く回ってくるかどうかが一番のポイント。 

 販売価格 50～60 円／kg 

 当初排出されていた 6,000 トンという量を基本に施設を作ってしまった。 

 規模を縮小する訳にはいかないし、施設ももったいないので、フルで稼働させるために広域

化して集めている。 

 仮に施設を 1／4 に縮小すると、採算をとるために処理費も高くなってしまい、バージン材

料より高くなってしまう可能性もある。今の値段で売れなくなると、商売としてやっていけ

なくなる。 

 

ヒアリング応対者：高知ビニール株式会社 代表取締役社長 石元速雄氏 

         高知県農業用廃プラスチック処理公社  

（2011.12.13） 
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3.8.2  岡山県農林水産部農産課（岡山県岡山市） 

１）事業の経緯・時期 

昭和 53 年(1978 年）2 月より。 

 

２）資源循環が行われている地域 

〈地 域〉岡山県 

〈範 囲〉岡山県内 

 

３）取組の名称と概要 

〈取組の名称〉岡山県農業用廃プラスチック適正処理推進協議会 

〈取組の概要〉 

  岡山県における農業用廃プラスチックの適正処理推進体制の整備強化と適正処理対策

を推進し、施設農業の健全な発展と環境の保全に取り組む。 

 

４）収集、再生、利用の取組内容 

〈収集する〉：業者による回収 

･ 各農協単位での回収 

･ 回収出来る品目、状態に関しては各農協で異なる 

･ 回収日時も各農協で異なる 

〈転換する〉：適正処理 

･ リサイクル及び処理の委託先は各農協による選定 

 

５）循環資源の取扱量 

･ 平成 20 年度（2008 年）の岡山県全域の処理量は 722 トン。 

･ あくまで処理量が 722 トンであって、排出量（発生量）は分からない。 

 

６）資源循環の範囲等 

〈「収集する」の範囲〉 

 岡山県全域 

〈「転換する」の範囲〉 

 それぞれの農協により異なる 

〈「収集する」の最長距離（km）〉 

 不明 

〈「収集する」の最大人口〉 

 岡山県の人口は 194 万人 

 

７）その他の取組に関する情報 

〈取組主体〉岡山県農業用廃プラスチック適正処理推進協議会、岡山県（農林水産部、生活環境
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部、農業総合センター農業試験場、工業技術センター等）、岡山県農業協同組合中央会、全国

農業協同組合連合会岡山県本部、市長会、町村会、農業協同組合、岡山県施設園芸資材推進協

議会、岡山県農業フィルム商業会等 

 

８）成果と実績 

･ 毎年、処理数量相当の農業用廃プラスチックが、適正にリサイクルや処理が行われているこ

と。 

･ 処理量合計は年々減少しているが、再生処理への割合は増加している。 

 岡山県廃プラスチック処理量（農ビ＋農ポリ合計量） 

平成 19 年（2007 年）829 トン（再生処理 154 トン、埋立処理 458 トン、焼却処理 217

トン） 

平成 17 年（2005 年）949 トン（再生処理 158 トン、埋立処理 680 トン、焼却処理 110

トン、その他 1 トン） 

平成 15 年（2003 年）1,261 トン（再生処理 60 トン、埋立処理 950 トン、焼却処理 173

トン、その他 78 トン） 

平成 13 年（2005 年）1,470 トン（再生処理 38 トン、埋立処理 1156 トン、焼却処理

209 トン、その他 67 トン） 

平成 11 年（2003 年）1,284 トン（再生処理 83 トン、埋立処理 660 トン、焼却処理 288

トン、その他 253 トン） 

 

９）課題や問題点 

･ 予算が少ないために勉強会や研修会・視察なども行われていない。廃棄物処理法改正もあり、

排出事業者責任に関して、より一層の取り組み強化が求められるが対応は難しい。また、リ

サイクル率の向上を目指す具体的な手段も持っていない。 

･ 主に推進協議会の中でやりとりされる情報は、処理量、回収率などのについてのみ。各農協

に任せた現行のシステムがよいのか、システムの構築がよいのか、の問題が課題。 

 

10）その他 

 特になし 

ヒアリング応対者：岡山県農業用廃プラスチック適正処理推進協議会事務局（岡山県農林水産部農産課園芸振興

班 宮田将彦氏 

（2012.01.16） 
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3.8.3  岡山東農業協同組合（岡山県岡山市） 

１）事業の経緯・時期 

不明 

 

２）資源循環が行われている地域 

〈地 域〉 

岡山市東区 

〈範 囲〉 

瀬戸町、赤磐市、備前市、和気町 全域 

 

３）取組の名称と概要 

〈取組の名称〉廃プラ回収事業 

〈取組の概要〉JA グループとして、安全・安心の視点から地球の環境保全に取り組む 

 

４）収集、再生、利用の取組内容 

〈収集する〉 

･ 各支店への持込み（ただし、和気・佐伯・吉永・熊山は一括で和気ライスセンター、備前は

備前ライスセンターへ持込み）。 

･ 土を落としたり、洗ったりする必要はなし。 

〈転換する〉 

瀬戸・山陽 → 破砕 

熊山    → 焼却  

赤坂    → 固形燃料化  

備前    → 破砕  

和気・吉永・佐伯支店 → 破砕  

〈利用する〉：委託先での処理・リサイクル 

 

５）循環資源の取扱量 

120 トン（平成 22 年度（2010 年）） 

 

６）資源循環の範囲等 

〈「収集する」の範囲〉 

岡山市東区瀬戸町・赤磐市・備前市・和気町 全域 

〈「転換する」の範囲〉 

〈「利用する」の範囲〉 

〈「収集する」の最長距離（km）〉 

各農協によって異なる 

〈「収集する」の最大人口〉 
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瀬戸町：15,000 人、備前市：37,830 人、赤磐市：43,500 人、和気町：15,360 人 

 

７）その他の取組に関する情報 

〈取組主体〉岡山東農業協同組合 

〈事業維持費の確保〉業務の中の一つなので特になし 

 

８）成果と実績 

処理量 平成 20 年（2008 年） 36 トン  

  平成 21 年（2009 年） 37.9 トン 

 

９）課題や問題点 

･ 組合員から 30 円／kg の処理料金をいただき、岡山市（昨年 30,000 円、今年はなし）・

備前市（昨年 35,000 円）・赤磐市（昨年 700,000 円）から助成金も出ているが、JA の

持ち出し金が 1／3 程必要 

･ 保管場所がないため、各農家から持ち込み期間が 1 日しかない 

 

10）その他 

･ ホームセンターなどで購入されたものも持ち込まれる 

･ 回収に関しては、広報誌を通して回収日の告知をするので、そんなに苦労はしない 

･ リサイクル業者からの営業もあるが、再生処理をするにあたって他県の工場への輸送費が高

いことから、現在の委託業者を切り替える事ができない。 

･ 昔からの関係もあり、簡単に業者を変えることができない。 

 

ヒアリング応対者：岡山東農業協同組合 経済課 松本一朗氏 

（2012.01.25） 
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3.9 知見を持つ専門家へのヒアリング 

3.9.1  島根県中山間地域研究センター：中山間地域における薪利用 

〈島根県における木質バイオマスの地域における循環利用：帯刀氏〉 

島根県は、たたら製鉄所でのエネルギー活用の際、広葉樹林を使用した完全な循環を行ってい

たが、製鉄所のエネルギー源が化石燃料に代わったことにより山へ手が入らなくなり荒れだし

た。また、地域住民も木質バイオマスの利用で生活をしていたが、それすら時代と共に無くなり、

全く山に人が入らなくなってしまった。その後、木材利用のための植林政策等もあり、広葉樹の

代わりに針葉樹林を植えた。ところが、海外から安価な針葉樹が輸入されてきたため、植林され

た針葉樹林は放置されるという悪循環に陥った。 

木質バイオマスの利用は、資源の循環だけでなく、経済的な効果があるかどうかがポイント。

経済的な地域循環への波及も必要だとイメージしている。土佐の森さんは大規模にしようとした

ら全部失敗すると言っていた。その通りで、小さな循環圏という単位の方が成功すると思う。 

昔は 50 軒くらいの集落の中で、さまざまな循環がなされていた。その仕組みが潰れ、1,000

人規模でなければ病院もないとういう状況になった。このように回らなくなってしまったものが

沢山ある。これが郷の駅のストーリー。 

安来市では、竹の地域循環が見られる。住民は、「竹を切る」ところまでする。そして、地域

はそれを「チップ」に加工する。森林組合は竹林にその「チップ」を撒く。そうすると、筍の生

えやすい竹林となる。モデル竹林という形で、竹を間伐しチップにして撒く。管理料の代わりに

出来た筍をもらう。その筍で利益を出す。中国産の筍が入ってきたので衰退していたが、中国産

食品の安全性問題で国産が見直されてきている状況もあり今後も期待ができる。また、工業製品

にも竹は使われている。まだコスト面に問題があるが、繊維やリグニン抽出として使われだした。 

こういうところから中山間地域センターとしては、木質全般が循環資源。 

島根県の中山間エリアでは、一般家庭で風呂に薪を利用している人も多い。その他にも、農業

用のボイラーでハウスの加温に利用するなどの用途もある。薪の方がいいかチップの方がいいか

は分からないが、加工してバイオマスということで付加価値を付けてやっていくのと、そのまま

純粋に燃料としてやっていくのとがあり、利用者が選択できるのがよい。 

現在、チップ・ペレット製造の NPO と山の手入れの NPO と県とで共同研究している。山の

手入れの NPO が土佐の森方式で間伐し、林地残材を置いておく。すると、チップ・ペレット

NPO が引き取りに来て、持って帰ってチップにして大田市内の需要者へ供給する。生産したチ

ップの加工くずで木質ペレットを作る。今年その実証事業を島根県と NPO とで行っている。山

の手入れを行う NPO 職員の中に介護施設の役員がおり、その介護ホームと隣の商店とで提携し

て地域通貨をつくって運用している。ボランティアの介護ホーム関係者は、地域通貨でスーパー

の商品を買うことができる。やはり、地域にはお金も必要だ。 

 

〈地域内外をつなぐ様々な機能を集約して提供する広場づくり「郷の駅」構想：藤山氏〉 

地域循環圏については、風呂敷を少し広げすぎではないかと思う。どこを突破すべきか。中四

国の場合は山がポイントになると思う。それがなければ地域としての特性がでないのではない

か。 
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広域で考えすぎると循環から離れていく。プロダクツ（製品）の循環ではなく、山で始まり山で

終わる循環を考えなければならない。具体的には、木材（製品）として、エネルギーとして、廃

棄物（林地残材等の未利用資源）としてというように、絞り込んだ方が良いやはり、一番のポイ

ントは山が動くか動かないか。昔は現金収入の源は山だった。再生還元能力を持つ山を抜きに設

計してもだめ。再生可能というのがポイント。 

中国四国地方は都市と中山間が分散的にあるのが特徴。昔は集落で循環が完結していた。それ

ゆえ、現在も中山間地域というものが存在する。山の循環、都市の循環が連動しうる循環が大事。

分散性が壁ではあるが、可能性もそこにある。都市とのエリアを組む循環の発想でなければなら

ない。中山間地域に住む循環メリットも見出すべき。切り口の整理が必要。そうでなければ拡散

しすぎる。都市と中山間地域との近接利用は多様な循環が可能。今までは規模の経済に走ってき

た。そうすると必ず遠隔化する。ここが循環と反するところ。 

3 つの軸がある。１つ目は地域循環のユニット。基本は何処におくのか。世帯単位、集落単位

に資源循環はあるが、集落だけでは完結しない。1,000 人から 3,000 人のユニットといったユ

ニット論が必要である。2 つ目はターミナル。野菜も、薪、肥料、苗も同じ場所で循環させなけ

ればならない。重ねてやらなければ、動かせば動かすだけエネルギーが必要になる。そこでター

ミナルという発想が必要。3 つ目はネットワーク。「世帯＜集落＜地元＜2 次生活圏（五万人都

市）＜都市」に回す、という階層的ネットワーク。今は規模の経済でやっているから中山間地域

は不利な状況になっている。ごみステーションまでも含めた「郷の駅」という複合ターミナル的

な発想を提唱している。 

 

図 3-41  「郷の駅」の運営イメージ 

出典：島根県中山間地域研究センターHP 
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規模の経済と範囲の経済が分かれるところでもある。これらを単独にまわすのではなく、生活

全般において回していかなければ必ず破たんする。仕組みを訴えていかなければ、ただの成功事

例報告だけで終わる。一旦どこかで集めなければならない。システム設計のポイントはハブ＆ス

ポーク。 

循環は呉越同舟しないと循環しない。これまでの 20 世紀システム思考は時代遅れで、個別解

決は全体の解決にならない。どこで複合化するか、範囲で考えるべき。 

 

ヒアリング対応者：島根県中山間地域研究センター 研究企画監（研究プロデューサー） 藤山浩氏 

島根県中山間地域研究センター 農林技術部 資源環境グループ 科長 帯刀一美氏 

（2011.10.） 
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3.9.2  DOWAエコシステム（株）：ベースメタル、貴金属、レアメタルを取り巻く現状 

〈資源流出の危機と中国への依存による問題〉 

･ 海外流失の資源が多く、銅においては年間 600,000 トン中国へ流失している。日本の生

産量の約半数の量が流出していることになる。 

･ レアメタル(ネオジウム Nd やタンタル Ta など)に関してはあまりに中国に依存性が高かっ

たため、既に逼迫することが分かっていた。 

･ 平成 15 年（2003 年）RoHS 指令がヨーロッパで発効。そのころから WEEE（廃電気電

子機器指令）に関して世界中で話題になっていたが、日本は有害物管理の感覚に乏しく表に

出ていないので、ゆくゆくは大変な問題になると思った。 

･ 廃掃法において、日本では責任分担を第一に考えるが、海外では有害か否かを考える。そこ

にズレがある。それを含めて協議しようと始めた。 

･ 小型家電には量的にはレアメタルは多くないが、収集システム構築し資源を溜め置くことが

必要なのにもかかわらず忘れ去られ今に至る。 

･ メタルについては、廃掃法の考え方を変えなければ、これからの循環圏構築は難しいと思わ

れる。一般廃棄物という分類だと法的に移動が難しい。 

･ 問題としては、バーゼル条約で海外へ出ていくものに関してどう対処するか。不用品回収業

者により家電リサイクル法が脅かされている現状があり、金属価格高騰情報により持ち去る

人が増えている。 

･ 地域循環とは広域である程度効率よく動かせるなかの収集体であると思う。移動が上手く出

来ないと経済面で合わない。 

･ 重要となるのは、基本的にはお金で売ってしまうとトレースができないということ。海外に

持ち出す場合、不適性処理をする国に行かないようにしなければならない。トレーサビリテ

ィは重要。 

 

〈日本国内での小型家電リサイクル〉 

･ 秋田県には、鉄とセメントの産業はない。鉄に関しては隣県に出している。 

･ 有用金属については、地域循環圏の範囲として広域で循環すべきである。課題の点から言え

ば、地域の単位は重要だと思う。住民周知はできているのか。家電リサイクル法を知らない

人が沢山いる。学生は少なくとも知らない。そこへ不用品回収業者が来る。 

･ ３Ｒの観点から、地域で循環させていく。教育の場、啓発の場に地域ブロックがなっていか

なければ難しい。1 人 1 人のレベルで行わなければならない。一つでも何かできれば、啓

発が出来るのでそれが大事だと思う。住民周知はとても大変なこと。 

･ 自治体の事例から･･･自治体としては収入になる感覚で小型家電回収を行うと困ったことに

なる。精錬業者に持ち込んでもレアメタル回収はできない。 

･ 最悪のシナリオとしては、自治体や市民皆が協力して小型家電を回収しても、最終的には中

国へ行ってしまうというもの。日本人が努力して中国が儲かるというのは、絶対に避けなけ

ればならない。 

〈レアメタルに関する情報〉 
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･ エアコンには良い磁石を使っているので、自主回収している。レアメタルショック以降、入

手困難となっている。日本で支えてネオジム Nd、ジスプロジウム Dy 等の磁石を回収、分

離できるプロセスをコストをかけて作ることができるか、それとも引き続き中国から磁石を

買うか、中国で磁石を作るか、でもそうなるとリサイクルも中国でおこなわなければならな

くなってしまう。 

･ 例として「タングステン W」がある。タングステン W は中国で産出され、BOSCH（ドイ

ツ）、三菱・住友（日本）等が超硬工具として利用していた。リサイクルはドイツで行って

いた。そのドイツ企業に中国資本が入ったので、経産省が慌てて日本でも超硬工具（タング

ステン）リサイクルシステムを構築し体制が整った。 

･ ネオジム Nd、ジスプロジウム Dy も同じようなことになると思い貯めている。一部のとこ

ろが少しずつやりはじめているが、大きい家電リサイクル工場では選別できない。そのため、

レアメタルの回収は出来ていない。貯蔵も難しいのが現状。 

･ 広域回収や保管長期化（廃掃法の特例）を中央環境審議会で要望している。廃棄物で出たも

のは分離しても有価にならない限り廃棄物。レアメタルは現況有価で売れない。無価でリサ

イクルは可能だが無価なのでコストの問題。そこで資源戦略として国の補助が必要だと思

う。それをやる前に、小さいものを集めて資源単位にしていかなければならない。タングス

テン W など一部は補助がでているが。まだほとんどがそこに至っていない（タンタル Ta

はもう少しで対象になるかもしれないが）。 

･ コバルト Co、ネオジム Nd、ジスプロジウム Dy、タングステン W、タンタル Ta がレアメ

タルの中でもコストかけてでもリサイクルを行うという対象になっている。設備は経産省の

支援。収集に関しては環境省支援がないと難しい。二つが上手くマッチすると始まるはず。

その場合、レアメタルは少量なのに、それを確保するために多くの廃棄物を排出するという

問題も出てくる。 

･ 携帯電話製造もレアメタルがないとできない。日本の産業にとってレアメタルは必須ビタミ

ン。資源戦略。リサイクルという資源戦略は廃棄物と係るので環境省と経産省のやりとりに

なる。リサイクルしなくても中国以外の国から購入できるのであれば、資源としてはそんな

にレアではない。代替材料も開発できればなおよい。 

･ わざわざ金・銀・銅・鉄・すず・鉛といった資源を放棄することはよくない。小さいから一

般廃棄物に携帯電話がなっているだけ。ごみの質が変わってきている。レアメタルという言

葉を使うと宣伝文句になる。費用対効果より、資源戦略としての駆け引きもある。 

･ 小型家電については広域を見守ったほうが良いと思う。廃掃法の特例がどう出るかわからな

いので。 

 

〈小型電気電子機器リサイクル制度案〉 

･ 中環審では、全国一斉にやる方向ではない。収集方法は、各自治体を尊重。 

･ 対象とする小型家電は 30cm 四方のもので家電リサイクル法以外のもの。100 品目位にな

る。家電リスト 98 品目。基本的には無料で自治体は引き渡す。採算性の取れないものは費

用を取っていい。その際、費用を払ってまで自治体が行うのかどうかは、自治体任せ。最終
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処分場がひっ迫している、破砕施設の無い自治体等もあるので。 

･ 指定再資源化機関ルート：地域ブロックを想定し、収集会社と自治体が契約し国内留保する。

契約したものに関しては廃掃法の特例を与える。 

･ 自主計画ルート：地域密着型を想定。沢山出てくると統制が利かなくなる可能性。しかし、

家電リサイクル工場がフル稼働すれば全部リサイクルが出来てしまうのではないか。 

･ 国内の製錬所を想定した回収対象金属（銅 Cu，鉛 Pb，亜鉛 Zn，鉄 Fe，アルミニウム Al，

金 Au，銀 Ag，パラジウム Pd，白金 Pt，アンチモン Sb，ビスマス Bi）。第 2 種有用金属

は回収にコストがかかるもの（W, Ta, Nd, Co ）。 

 

〈不用品回収業者対策〉 

･ バーゼル水際対策としても、違法な不用品回収業者は排除しないといけない。 

･ 不用品回収業者により、家電リサイクル法は存続の危機にある。PC3R も同様で不用品回

収にまわっている。 

･ 家電リサイクル法の様子をみていけば、中国四国地方でのそこでどう動くか見えてくるかも

しれない。 

･ 処理費を考えると、有料（金額）回収は不可能。難しいと思う。 

･ リユースすると利益がある程度出る。家電品のリユース（海外へ）。電子機器は進化が早い

ので難しい。 

 

〈今後の方向性として〉 

･ 収集 BOX は啓発シンボル。学校で収集すれば啓発シンボル。しかし、電気店で BOX を置

くと下取りなのか産廃なのか混乱。一般人にしてみれば理解できない。 

･ レアメタル４種類に関しては日本に貯めて自給自足を目指す。だが、銅の精錬とは両立でき

ない。銅は酸化精錬のため。単独な製錬所を作らなければならない。 

･ レアメタルの一番の問題は、銅精錬で回収できない物が多く、中国に依存している。新たな

システムを構築しなければならないが、その際新たに製錬工場を作るとなると賦存量が少な

すぎるので経済面でペイできない。日本には、そういう施設がせいぜい２カ所あればよい。 

･ 現在の国内の技術と費用さえあれば、レアメタル分別も可能であろう。 

･ 「資源戦略」というインセンティブが必要。その事業・工場をあらゆる面で資源政策として

国が支えるべき。国が優良工場だと評価すれば、その工場はレピュテーションで物が増え、

分離費用もカバーできるのではと思う。その他の赤字部は国が支える等の仕組みが必要。 

･ 地域特性として離島の収集コストについては独自の工夫がないと進まないと思う。家電リサ

イクル法でやるとなると離島は大赤字。 

･ ボランタリー行為等の協力が重要になる。 

･ インセンティブとして協力する国民にはバジェット等も必要だと思うが、それだけでは集ま

らないと思うので、現況の小型家電の問題を市民に啓発して納得してもらう方が大事。 

･ なお、秋田県では特にインセンティブを与えていない。 
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ヒアリング対応者：ＤＯＷＡエコシステム(株) 環境ソリューション室 室長 白鳥寿一氏 

ＤＯＷＡエコシステム(株) 環境ソリューション室 課長 狩野真吾氏 

（2011.11.01） 
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3.9.3  平林金属（株）：家電リサイクルプラント活用の可能性 

〈国内循環の資源リサイクル確立を〉 

･ 当社では、地デジ移行の関係で基板 1,600ｔを受け入れ、三菱マテリアル、三井金属、同

和系等の非鉄製錬メーカーに出した。そこからレアメタルやレアアースがどれだけ採取でき

ているか、となると製錬メーカーの技術次第のためわからない。精錬メーカーにおいて回収

されているのかもしれないが、当社には数量や経済効果等の金額評価は受けていない。 

･ 日本の世界に冠たる製錬技術でリサイクルを行う。それに限定すれば、リサイクルが上手く

進む。国内資源リサイクルを確立させることを目的とする制度であって欲しい。 

･ 国内製錬メーカーは、これまでの歴史からも、有用金属の回収・リサイクルでは技術的エキ

スパートである。 

･ 日本は、金の地上資源として、世界の金の 16%（世界第 2 位）の保有国となった。 

･ 小型家電に関しては、1 ヶ所に収集されていれば都市鉱山だと言える。1 ヶ所に貯まる図式

ができれば誰でもリサイクルが可能となる。 

･ 行政が集めた小型家電の処理に関して入札制にする場合、最終的には国内製錬メーカーへ流

れるようにしなければ、引き続き、有用資源の流出という問題が続く。中間処理業者につい

ては、資源の国内循環のために、精錬メーカーへの持ち込みを義務づける入札資格を検討し

てもらいたい。製錬所からの証明書が発行される業者対象等が一つ。 

･ また、技術レベルの基準も設ける必要がある。国として最低の技術レベルを決めなければ有

用金属の回収はできない。 

 

〈不用品回収業者の問題〉 

･ リユースをうたう違法な不用品回収業者のなかには、金属市場価格が高い時だけ現れ回収

し、それをコンテナに積み、輸出しているものがある。リーマンショック後、金属市場価格

が暴落した際に不用品回収業者は現れず、我々には大量に金属が入ってきたが、市場価格が

上がると不用品回収業者が現れ、大量に持って行ってしまう理不尽な状況が長く続いてお

り、頭を悩ませている。 

･ 不用品回収業者にまわる分が正常なルートに戻ってくれば、量が増えることで色々な相乗効

果・メリットがでる。そして、加工コストがさがり消費者へ還元できる。 

･ 小型家電の枠組みが決まる前に、まず不用品回収業者の具体的な立ち入り調査、ヒアリング

調査等の実施を望む（プロジェクトチーム等を作って実施してほしい。そうすれば国内循環

が進む）。 

･ 不用品回収業者のへ出ている家電類は、中国四国が全国で一番多いのではないか。人口比で

みると、鳥取県の排出量などは少なすぎる。 

 

〈小型家電リサイクルへの対応〉 

･ 業界関係者はそれぞれ準備を進めている。その中でハリタ金属さんが経済産業省等の先進事

例として紹介された。ハリタ金属さん成功の要因として、行政担当者の熱意が挙げられる。 

･ 小型家電リサイクル制度が新たに始まると技術革新が進むと期待している。産業機械の業界
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も期待している。業界団体でもレアメタルの研究を進めており、効率良く加工できるリサイ

クル機械を開発できるビジネスチャンスだと考えている。今後ますます静脈産業ビジネスが

活性化すると思う。そういう面で経済的な波及効果は高いと思う。 

･ 技術的には今の先進事例で上がっている会社以外でも、小型家電に対応可能な会社はたくさ

んあると思う。 

･ ちなみに、当社もそのなかのひとつ。ただし、取り扱いが産業界からの受け入れ（産業廃棄

物）のみで自治体からは受け入れがないため、現時点では先進事例にはなれていない。 

･ 溶融炉を持つ自治体で、溶融メタルを非鉄精錬会社に出しているところは、国内でリサイク

ルされているのは事実。これも、立派な国内での資源循環と評価できる。 

･ 小型家電が運び込まれるか、来ないか程度の量の場合は、現行業務の片手間で対応できる。 

･ 適正金額は kg あたり１円から２円。でないと全国での実施はできない。既存施設を利用し

空き時間を活用する、従業員も休憩等の片手間にできることが条件。なお、このような条件

が整わない地域では難しい。 

･ 違法な不用品回収業者の摘発がきっちり行われれば、通常の家電４品目の受入が正規ルート

へ戻り、受入量が増える。家電プラントは、地デジの関係でアナログテレビの受入が多く稼

働率も高かったが、地デジ移行後は量も落ち着き、最近は入荷量も減少傾向にある。違法な

不用品回収業者へまわっていた４品目の戻ってくる量で工場稼働率が増えたとしても、能力

が足らなくて困ることはない。小型家電は似かよっているので、種類は増えても対応が可能

だと考える。 

･ また、収集範囲については、遠方の距離に回収に走っていくよりも、近くの業者に頼んだほ

うがいい。小さいながら、近くできっちり回収すればいい。 

･ なお、行政持ち込みであれば、距離関係ない。運賃と処分代を検討すれば運賃のほうが安い

場合がある。また、○○県、○○県というような単位でなく、日本全体で制度を実施しない

とリサイクル進まないと思う。 

 

〈家電リサイクルプラントであれば、有用金属のみならずプラスチックも回収が可能〉 

･ 家電リサイクルプラントであれば、有用金属（都市型鉱山）のみならずプラスチック（都市

型油田）までもマテリアルリサイクル可能となる。 

･ 産業廃棄物として入ってきたプラスチックはリサイクル可能であるが、許可の関係もあり、

一般廃棄物のプラスチックは弊社には入らない。家電リサイクルでプラスチックのリサイク

ル技術を追求し、世の中もどんどんリサイクル意識が高まっている一方、一般廃棄物のプラ

スチックはマテリアルリサイクルがなされていない。実は、リサイクル可能なものがたくさ

んある。 

･ 家電リサイクルプラントであれば、プラスチックもマテリアルリサイクル可能である。そし

て、リサイクルの際に多くのエネルギーを使わないで済む利点もある。 

 

〈金属系の粗大ごみや不燃ごみから、有用資源の回収を〉 

･ 自動車破砕用のシュレッダーを使えば、金属系の不燃物や粗大ごみから鉄やアルミ等の資源
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を回収できるほどのポテンシャルもある。一般廃棄物と言われる中の「資源化できていない

もの」を対象に、ということ。破砕後の分別も、多くのノウハウがある。 

･ この場合、行政も新たな税金を投入するという設備投資はいらない。小型家電に限らず、こ

のような資源回収の形も新たに構築できる可能性があるのではないか。 

･ 自治体行政によっても温度差がある。大事なのは、有用金属を含むものをみだりに埋めるべ

きでないと、行政から指導すること。そして、有用金属は積極的に国内循環にのせるように

指導をお願いしたい。 

 

ヒアリング対応者：平林金属株式会社 取締役副社長 平林実氏※ 

平林金属株式会社 リサイクルファーム御津 所長 池田昌隆氏 

平林金属株式会社 リサイクルファーム御津 副所長 吉岡忠幸氏  

平林金属株式会社 リサイクルファーム御津 技術開発部 技術開発課長 金光憲次氏※ 

平林金属株式会社 西大寺工場 技術開発センター 課長 山川直也氏 

（2012.01.16 及び 2012.02.06※） 
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3.9.4  愛媛県県民環境部環境局環境政策課：バイオ燃料販売実証事業 

<目 的> 

地産地消によるバイオ燃料導入プロジェクト「バイオマスエネルギープロジェクト」の加速化

を図るために、揮発油等の品質の確保等に関する法律で規定された軽油特定加工業者が製造した

バイオディーゼル燃料 5％混合軽油を一般車両が利用可能な給油所で実証販売し、バイオ燃料の

一般販売化に必要な要件等を整理するとともに、広く県民にバイオ燃料への理解促進を図る。 

 

<事業内容> 

(1) B5 の販売 

(2) B5 の販売における課題等の整理 

(3) 県民に対するバイオ燃料の啓発 

(4) その他 

 

<バイオディーゼル燃料 5％混合軽油の販売> 

販売期間 

① 平成 23 年 12 月 1 日（木）～平成 24 年 3 月 30（金）（営業時間：8：00～20：00） 

② 販売場所 

太陽石油販売株式会社 三津浜給油所 

（松山市古三津五丁目 17-27） 

③ 販売されるバイオディーゼル燃料 5％混合軽油 

株式会社ダイキアクシス（松山市、中四国唯一の軽

油特   定加工業者）において、使用済み天ぷら

油等を原料に製造したバイオディーゼル燃料を軽油

（太陽石油株式会社四国事業所製造）に 5％混合し

たもの 

図 3-42 太陽石油 三津浜給油所 

 

〈バイオマスエネルギープロジェクト〉 

 平成 16 年に策定した「えひめバイオマス利活用マスタープラン」の主要施策。地域の特性

を活かした地産地消のバイオ燃料導入プロジェクトとして、休耕地で栽培したヒマワリの油

や使用済天ぷら油などを利用したバイオディーゼル燃料、みかん搾汁残さを利用したバイオ

エタノールの製造・利用の具体化に取り組んでいる。 

 まず、バイオディーゼル燃料について、平成 17 年度にプロジェクトの具体化に必要な技術

開発を産学行で行う 

 平成 18 年度から３年間は開発した技術を活用しながら市町を主体としたモデル事業（休耕

地でひまわりを植えてもらい、油をイベントで使うなどの啓発等を実施）を行った。モデル

事業の実施により、市町での BDF 認識は広まったが一般での広がりはまだ十分でないことか

ら、平成 21 年度からは、「バイオ燃料普及促進事業」を展開。率先導入を行う事業者への
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BDF 購入補助や BDF の品質を確保に必要な品質分析検査費の補助、原料となる使用済み天

ぷら油の回収 BOX 設置費の補助等、新しい面での支援を 2 年間展開した。 

 平成 23 年度は、県民が利用するにはスタンド販売が必要不可欠ということで「バイオ燃料

利用拡大事業」を実施。また BDF 原料となる廃食油回収に市民の積極参加を求めるため環境

省のエコ・アクション・ポイント制度を利用し、ダイキ店舗などに使用済み天ぷら油持ち込

み客にエコ・アクション・ポイントを付与（平成 24 年 2 月 29 日まで） 

 

〈スタンド販売〉 

B5 の販売、バイオ燃料の啓発活動について企画を募集。これについては、太陽石油販売から応

募があり12月1日から3月末までの期間限定で太陽石油販売三津浜給油所にて一般向けの販売

を実施。スタンドのタンクは化石燃料由来の軽油を B5 に完全に入れ替えている。 

 

●愛媛県 県民環境部 環境局 環境政策課 温暖化対策係長 平山氏 

 バイオマス利活用のマスタープランを策定し、そのなかで愛媛県の地域特性を生かしたモデ

ルとして、バイオマスエネルギープロジェクトに取り組んできた。 

 B100 のような高濃度使用の場合は車のメンテナンスや品質管理が大変。法律上で軽油とし

て認められている B5 を確実に普及させていくことが環境配慮のかたちとしてもいいではな

いかということで、B5 にこだわって普及活動を行っている。 

 スタンド販売についても、地元太陽石油の協力の基、グループ会社の太陽石油販売で実施し

てもらえた。 

 本事業では、化石燃料をベースとした価格設定やシステムのなかではバイオ燃料の普及とい

うのは難しい結果になった。製造コスト以外の面での問題をクリアしていかなければならな

いと思っている。 

 スタンドでの販売実績は 12 月で 7,000 リットル。例年より少し少なめ。それが B5 に切り

替えたためなのか、時世の軽油利用減のためなのかは現時点では解析できてない。実績報告

の際は解析結果を頂くようにしている。 

 1 月にスタンドで確認したところ、クレームも無く問題なく売れているとのことだった。 

 B5 の販売をするために、今回はスタンドの軽油タンクの全量を化石燃料由来軽油から入れ替

え、タンクの掃除、POS システム変更を行っている。軽油タンク清掃がおよそ 10 万で、全

体として 30～40 万の経費がかかるかと思う。その他販促物もかかる。 

 今回は出口のほうで、いろいろな情報収集できる場を集めたが、入口のほうは、資料にある

ようにエコ・アクション・ポイントなどで県民に興味を持っていただこうとしている。エコ・

アクション・ポイントのシステムを構築しているのは愛媛県だが、原資を県が負担すると補

助金がなくなった途端終わってしまう場合が多いので、原資はダイキさんに出してもらって

いる。 

 全国でもスタンド販売はされていると思うが、通常だと他に給油機を設置したり、併売して

いる場合が多いが、そういう意味で軽油が B5 だけの販売というのは全国で初ではないか。

太陽石油さんは控えめで“たまたまうちはタンクが小さくて、全量入れ替えになっただけ”
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と仰っているが、ぜひとも広く公表したいところ（SOLATO 軽油は販売せず、固定の給油

機２機すべてから B5 が出るようになっており、伝票も“ダイキアクシス B5”と印字される

ようにしてもらっている）。 

 軽油特定加工業者が作った規格を満たした軽油なので、未だに「バイオ燃料は特殊」という

認識から、実際は従来の車両原因のトラブルであっても燃料が原因だと思われる。そこを我々

としてはどう啓発していくかが課題。 

 本事業の開始前に、緊急雇用創出事業を利用してガソリン利用者にアンケートを取った。バ

イオ燃料が販売される場合、あなたは利用しますか、と質問したところ、環境に配慮してと

いうよりも、価格が一緒であれば利用するという回答が多かった。「環境貢献」だけでは、そ

れほど利用は進まないのだと感じた。また、アンケートから、未だにバイオ燃料がエンジン

に悪影響だとの考えが多いということも分かった。 

 バイオ燃料を扱うことで、環境には少し配慮できるのかもしれないが、業者として営業して

いくなかでメリットはない。ほんの少しの努力では差が縮まらず、現状では根本的に難しい。

ではダイキが直接販売すればいいのでは、となるかもしれないが、それはそれでまた問題が

ある。販売を本格的にやろうとしていくなかで明らかになってきた問題も多く、それを情報

発信することで、実際にやっていきたいと思われる方には一つの情報になるのではないかと

思う。 

 使用済み天ぷら油は量自体が減っている。別の方面からの原料確保も考えていかねばならな

い。使用済み天ぷら油は充分リサイクル出来ているかと言われるとそうでない状況の中で、

産廃収集業者さんと軽油特定加工業者さんが連携してうまく一緒にやっていけないものか、

と思っている。飼料で使うとか、石鹸に使うとか、既存のルートが色々あるが、排出業者さ

んにとってはどこが一番高く買ってくれるのかという観点だと思うし、“B5 は色々不具合が

ある”という話が出てきたりして、別次元での争いになってしまっている。あまり広い範囲

に手をのばしすぎるのも善し悪しなので、他地域の設備と連携していくというやり方もある

と思う。地域で“ここは自分のテリトリー”とかでなく、持ちつ持たれつの関係でやってい

けば、範囲も広がって安定的に供給できる体制が整うのではないかと個人的には考えている。 

 愛媛県はバイオ燃料に関して農林水産分野等の公道を走る車以外の所を検討してみても面白

いのではないか。こちらは農業用機械関係から着実に責めていく方がいいのかも。 

 

●（株）ダイキアクシス D・OｉＬ営業部 部長 丸岡氏 

 バイオ燃料事業は全売上高の 1%程度。この事業そのものは平成 13 年から研究開発をはじ

め、平成 20 年から B100 での燃料販売を実施。主だった供給先は松山市ごみ収集車、自社

営業車、民間ディーゼル車向けでスタート。我々も想像つかないトラブルも当初発生し、ひ

とつひとつ解決しながら今年 10 年目を迎える。年々車の進化も早く B100 では難しいと 3

～4 年前から感じていた。その中でこれから先を見据えて安心安全な B5 軽油販売が主流に

なるだろうという流れは止められないと認識しいち早く軽油特定加工業の登録を行い販売に

至る。 

 この事業をスタートするにあたっては、店頭価格を軽油と同等とする前提なら、太陽石油販
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売にとっては加工利益の努力、我々も従来の B5 販売と異なり、太陽石油向けの価格に合わ

せるという原価努力をするなど、各社の努力が必要。実際、B5 販売の際の様々問題は実行し

てみないと分からない状況だった。それを想定してトラブル対策等々、十分時間をかけて協

議した上での事業参加となった。実際今日までは想定外のトラブルもなく順調に至っている。 

 バイオ燃料のマーケットとしては、軽油との価格差を売りとして、B100 は今までやってき

た。当社は JIS 規格に適合する B100 を製造し B5 の混和用としているが、B100 は JIS

規格を満たさなくても流通可能なので、各地でトラブルが実際出ている。一方で B5 もその

ような問題があると、“やはりバイオ燃料が悪い”と思われる。今後は、当社商品とそれ以外

との差別化を行っていく上で、B100 段階の法制化が必要であり、JIS 規格を満たした燃料

を混和することを前提とした B5 軽油の製造を行わないと、いつまでたっても安定した品質

のものは普及しない。 

 2 重課税の問題、特別徴収義務者の問題も実際やりはじめて分かったこと。一番利益が出る

のは、直接当社が販売することであるが、このご時世スタンド経営は価格競争で閉店してい

るところも多く、そこに新規参入するメリットがあるのかどうか疑問。 

 太陽石油さんがスタンド販売を始めたという事が大きな効果だと思う。ノーブランドではな

い、ブランドネームのある石油元売りさんの直系（SOLATO）での販売ということで、非常

に大きな広告効果があると思う。だからと言って、販売量が増えたかと言われると評価しに

くいところもある。 

 当初、常連のお客さまではなくて、軽油を入れようと思って来られた一見のお客様が、“B5

軽油って何なんだ”ということで、トラブルになるのではないかという不安もあったが、今

のところそれもない。入口から出口までが問題で、廃食用油の回収量も限られているし、大

幅に値段を下げられるかというと今の市場では難しい。原料を高く買うことはできても、原

価の問題があるので難しい。B5 を始めるとき、弊社が非常に恵まれていたのは、混和する軽

油を太陽石油さん・元売りさんから購入できたこと。 

 加工するにあたっては、事前に経産省に製造計画を申請しなければならない。それをもって

製造を行い、毎月ごとに販売報告をしなければならない。ある程度安定した販売先がなけれ

ば、計画さえもできない。大口の取引先は、取扱われる量が全く違うので、そもそも軽油も

格安で購入されている。我々の利益を少なくする、つまり B5 の価格を下げて販売すれば、

対応はできる。現在弊社がターゲットとしているのは、大口のお客様ではなくて、中規模の

お客様。例えば自家給油設備がないお客様だとか、公共事業に関わっている事業者や建設業

界。ともに環境面に配慮した取組を積極的に行っているので、重機にしろ発電機にしろ、B5

軽油を使っていただいている。もちろん軽油より安ければの話ではあるが。こちらとしても、

軽油並みの価格で販売したいが、販路確保のためには、少しの値下げは行う。実際に使って

いただいて、問題が無いことが分かっていただければ、販路拡大につながる。こちらとして

も販路を拡大できればメリットはある。 

 もうひとつは高品質化。軽油に混ぜる FAME。BDF そのものも、それなりのものでなけれ

ばダメだというのが、実際関わっている私達の最終的な結論。その中で減圧蒸留方式にて精

製する方法が一番。これ以上の品質のものは出来ないのではないかと思う。関東方面でも B5
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の拡大は我々も積極的に行っている。賛同してくれる企業も多い。高品質のバイオディーゼ

ル燃料（FAME100%）をある程度の量、安定的に供給できるのは全国で見ても弊社くらい。

なので、現在松山から関東に向けて定期便で運んでいるような状態。松山－関東間の輸送距

離を考えると、本当に環境に良い事を行っているのか、たとえ BDF 車両で走ったとしてもど

うなのか、と自問自答している。なので、我々が愛媛で作っているようなものを、関東周辺

でも作れるような整備がしたいと思っている。 

 東京都が B5 の使用を復活させた。昨年から入札で都バスの一部で使用している。弊社と業

務提携している特定加工業者さんが来年度分も落札する事ができた。また、成田空港周辺の

事業として、協議会の立ち上げを行う準備がされていて、空港施設内での B5 軽油の使用の

検討がなされている。一般販売はなかなか難しいのかもしれないが、それとは別に産業用の

拡大はこれからも十分可能性があるのではないか。 

･ 今後の競合は A 重油。A 重油もだんだん価格が上がってきていて、非常に高い燃料になって

きている。松山工場の設備のボイラーはB100を最初からずっと問題も無く使ってきている。

本社の社屋も 3 年前から B100。東温市の学校給食のボイラー施設も B100 を使用してい

る。 
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図 3-43 B5軽油 給油の様子 

 

 

図 3-44 バイオ燃料販売実証事業 看板 
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<バイオマスエネルギープロジェクトの経緯> 

 

図 3-45 バイオマスエネルギープロジェクトの経緯 

 

製造・利用技術の確立 

製造・利用のビジョン策定 
モデル事業による課題の整理、改善策の検討 

 
【市町】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事業者】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【取扱事業者・利用者】 

えひめバイオマス利活用マスタープラン（H16．6．6策定） 
 

県内のバイオマスの利活用の現況と課題、技術開発の状況等を紹介するとともに、本県の地域特性を生かしたバイオマス資源の生産から利活用のモ

デルを提案 

 

「多収穫米の栽培」、「アルコールの醸造」、「バイオエタノールの精製、流通」等

に関わる事業者等との勉強会の開催     ※H18.12～H19.4(3回開催) 

「バイオエタノール導入可能性調査事業費」 

（H19：その他10,000千円） 
 
県内でのエタノールの生産・供給システムの事業化の詳細ビジョンを策定 

H16年度 

H17年度 

H18年度 

「地産地消型バイオ燃料実証事業費」 

 
 

 
みかん搾汁残さを原料とした事業化モデルの具体化に向けた製造技術の開発や製作

したバイオエタノール製造実証プラントでの実証試験を実施 

＜課題＞ 

①搾汁シーズンを通してのLCA※等の未実施 

②雑菌繁殖抑制剤添加による蒸留残液の利用先制限 等 

「バイオ燃料普及促進事業費」 

(H21：その他5,029千円、H22:その他9,139千円) 
 
県内でのバイオ燃料導入の加速化を図るために、事業者におけ

るバイオ燃料の率先導入等に係る経費を一部補助 
 

＜課題＞ 

・自家給油設備を整備できない事業者では給油のタイミングが

難しい。 

・一般県民が利用できない。 

H19年度 

「バイオマスエネルギープロジェクト推進事業費」 

 

 
 
H17年度技術開発の成果を踏まえ、市町主体のモデル地域において、油糧

作物栽培からBDFの生産・利活用、廃棄物の循環利用等を推進 

 

＜課題＞ 

・公用車以外での利用がない。 

・品質が悪いとエンジントラブルにつながる上、H13年度以降の車ではエ

ンジン構造から軽油と混合した形でしか利用できない。 

・原料不足により、設備能力を生かした製造ができていない。 

H20年度 

H21年度 

H22年度 

H23年度 

「バイオ燃料利用拡大事業費」 

(H23:その他5,000千円) 
 

県内でのバイオ燃料導入の障壁となっている給油体制の整備や県民の意識

向上を図るために必要な実証事業を実施 

「バイオエタノール燃料導入加速化事業費」 

（H23.6月補正：国 40,000千円） 

バイオエタノール製造実証プラントでのLCA、コスト評価等を実施 
 

①搾汁シーズンを通してのLCA等の実施 

②蒸留残液の堆肥添加剤への利用検討 等 

【バイオディーゼル燃料】 

【バイオエタノール】 

プロジェクトの具体化に必要な技術の開発 

「バイオマス利活用推進事業費」 

（国33,157千円 県9,070千円） 
 

 新しい効率的なBDF製造精製装置の開発、油糧作物の収穫機械の開発等を実

施するとともにバイオマス利活用推進支援体制を整備 

持続可能な地産地消型バイオ燃料製造・利用のシステム構築 

H18：国800千円 県5,235千円 

H19、H20：その他6,112千円 

H20：国203,010千円、H21：国644,097千円 

H22：国695,170千円 
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<現状および課題> 

 

【消費税に関して】 

① 特定加工業者においてバイオ燃料を製造する場合、①石油元売→特定加工業者、②特定加工

業者→ガソリンスタンドの 2 カ所で消費税が課税される。 

 

 

  

 

② 石油元売が製造するバイオガソリンの場合は、消費税はガソリンスタンドに販売する時のみ

課税されるため、特定加工業者(石油元売を除く)でバイオ燃料を製造するとスタンドでの購入

価格が高くなる。 

 

 

 

 

【軽油取引税に関して】 
 

① バイオディーゼル燃料を軽油と混合して自動車用燃料として利用する場合、その全体につい

て、軽油引取税が課せられる。 

 

 

 

 

② 平成 20 年度税制改正において、バイオエタノール混合ガソリンに係る揮発油税・地方道路

税のうち、バイオエタノール分については非課税とすることとなったが、バイオディーゼル

燃料混合軽油に係る軽油引取税のうち、バイオディーゼル燃料分については品質の問題等に

より長期検討とされた。 

③ バイオディーゼル燃料５％混合軽油は、特定加工業者(軽油)として事前登録した事業者によっ

て製造され、品質の確認を義務づけられている。 

 

 

ヒアリング対応者：愛媛県 県民環境部 環境局 環境政策課 温暖化対策係長 平山和子氏 

株式会社ダイキアクシス D・OiＬ営業部 部長 丸岡正宜氏 

（2011.02.02） 

 

特定加工業者 ガソリンスタンド 石油元売 
軽油、ガソリン 

消費税 

B5、E3、バイオガソリン 

消費税 

軽油販売の場合、販売者(ガソリンスタンド)が特別徴収義務者と委託販売契約を締結して形式的

に特別徴収義務者が顧客に販売している形式をとることで、軽油引取税相当額に係る消費税が課

せられることはないが、特定加工業者(石油元売を除く)は特別徴収義務者になれない。 

軽油引取税 

軽油 BDF 

非課税 軽油引取税 

軽油 BDF ＋ 

混合 
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4 循環資源の利活用事例における地域資源循環の推進に係る課題等 

 

前章で示した利活用事例の調査等の実施により、さまざまな課題や問題点が浮き彫りとなった。

これらの課題等は、さまざまな要因から生じており、また、循環資源の地域循環に関する課題等

とは直接的には関係しないものも多い。 

 ここでは、前章の調査結果を踏まえつつ、最適な地域資源循環を構築、推進するために考慮す

べき課題を整理する。 

 

4.1 ヒアリング調査等から得られた地域資源循環の推進に係る課題等 

 循環資源の利活用事例のヒアリング調査及びアンケート調査から、それぞれの利活用事例にお

いてさまざまな課題や問題点を抱えていることがわかった。制度的な課題やコスト面等、さまざ

まな課題の中から、地域資源循環を推進するにあたり課題となるものについて、循環資源ごと、

事例ごとにまとめた。 

 

4.1.1  廃食用油 

1）京都市 

 そもそも廃食用油の賦存量が少ない 

･ 85％が事業系の廃食用油となっており、そもそも廃食用油の賦存量自体が少ない。 

･ バスやごみ収集車等の利用量に応じた数量を集めているため出口があるが、民間事業の場合

は、利用する車両等のディーゼルエンジンの高性能化等もあり、自動車での利用が難しくな

るなど、往々にして利用先の拡大が課題となっている。 

･ これまでの B100ではなく今後 B5が主流となると、単純に考えて 20倍の量を販売する必要

がある。 

  

2）(株)ダイキアクシス 

 小型プラントの設置とボランティアの活用による地域資源循環の推進 

･ BDFの製造・回収に適した規模は人口 5万人程度で、回収範囲は半径 25Km、遠くて 50km程

度が限界と考える。プラントの規模は 100L/日。回収手法は既存のごみ収集ルートにのせる

と管理方法に問題があるので、公的施設や店舗等での定点回収（管理型）が適していると考

える。利益は出ないかもしれないが、自治体の事業としては成立しうるのではないか。 

･ 京都市は大きなプラントを作って市全域から集めているが、比較的に人口が多い自治体には

分散型を提案している。事業も市が行うのではなく、社会福祉法人や NPOなどに参画しても

らえば収集と管理も行える。 

 

3）バイオディーゼル岡山(株) 

 既存ルートが確立しており、回収量が増えにくい上に利用先の確保も課題 

･ 弊社は新規に廃食油の回収を開始したが、事業所から排出される廃食油は、既に回収ルート

が確立されているため、理解が得られず、回収量がなかなか伸びない。 
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･ 全体のうち、多くは事業系の油を使用、残りが一般家庭からの回収分となっている。 

･ 回収量が増える場合も、それに伴い製造量も増えるため、新たな利用先の確保も課題となる。 

 

4.1.2  林地残材・廃木材〈木質チップ・木質ペレット〉 

1）ゆすはらペレット【原木から木質ペレットを生産】 

 需要増を目指し、近隣市町村との連携を進める必要性と生産コストの削減が課題 

 ペレット消費機器の導入増に向けた取り組みを進める必要がある。そのためには、近隣市町

村も含めたペレットの利用を検討する。 

 それによりペレット消費を増やし、キロ当たりの生産コストを下げる。 

 賦存量的には梼原町内でも十分あるが、後継者不足等を考慮した場合、近隣町からの受け入

れが必要だと思う。 

 もともと、このモデル事業は販売エリアとして 100キロ圏を考えていた。 

  

2）池川木材工業(有)【プレーナーくずから木質ペレットを生産】 

 未利用バイオマスの積極的な利活用による生産量の増加を目指す 

 本業の商品の販売によりプレーナーくずが発生するので、本業商品の販売増によりプレーナ

ーくずが増加すればペレット生産量も増加する。 

 現在、未利用の生オガ屑が町内だけで 1200トン以上ある。これを有効利用したい。 

 

3）森の力京都【原木から木質ペレットを生産】 

 消費の拡大により、コンパクトな地域循環圏の形成を目指す 

 地域におけるペレットの消費が少なく、遠方の大口事業者への納品となっている。 

 需要増になれば、小さな地域循環圏での事業展開が可能となる。 

 

4）能代森林資源利用協同組合【チップの発電利用】 

 原料である木材チップの需要が多く、競合の動きに影響を受けるため、地域循環範囲が

変化する 

･ チップの購入先は、持ち込まれる分だけでは稼働出来ないので、他県からも購入している。 

･ 一時は順調に推移してきたが、原油の高騰もあり、製紙会社等が木質焚き混焼ボイラーに変

更した。そのために、木質チップの需要が伸び、利用が競合し、冬場の稼働率が減少となっ

た。 

 雪の影響を受けやすく、通年のコンスタントな営業は難しい。→季節による地域循環圏

の変化 

 秋田県の場合、冬場は雪の影響を受けやすいため、受入量が半分程度になる。冬場の燃料確

保は課題と言える。 
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4.1.3  林地残材・廃木材〈薪〉 

1）ＮＰＯ法人土佐の森・救援隊 

 収集運搬システム導入による林地残材等の搬出量の確保 →効率的な収集による小さ

な地域資源循環を目指す 

 地域住民の参加と地域通貨を組み合わせた収集運搬システムは汎用性が高く、どの地域にも

適用できる。 

 全国各地にこの収集運搬システムを普及させ、自伐林業による林業活性化と雇用の拡大を図

る。 

  

2）ＮＰＯ法人九州バイオマスフォーラム 

 薪は、小さな地域循環圏でもビジネスとして成立する 

 市町村レベルの中で循環できるビジネス。個人でもできるスモールビジネスモデルが成り立

つ。小さければ小さい方がいい。 

 薪は地産地消ビジネス。遠くて安い薪でも、送料にコストがかかるので一番近いところから

購入するのが一番安くなる。 

 薪はユーザー自ら作ることができる。自給自足型の燃料に成り得る。 

 

3）(株)ヨードクリーン 

 これまで利用されていた薪を、地元京都産へ切り替え 

･ 薪は地産地消になりやすい。以前、京都の薪は岡山産、岐阜産が多かった。 

･ 持ち込み時に、堆肥の原料となるものと、薪や原木として販売するものを仕分ける。年間

1500トン受け入れる剪定枝のうち、堆肥になりにくい部分 30トン（約２％）が薪へ。 

 

4.1.4  有用金属<使用済み小型家電等> 

1）三菱マテリアル(株) 

 稼働率アップによるコストの削減 

 現在の稼働率は 80％程度であり、いかに 100％に近づけるかが課題。 

 

2）安来市 

 賦存量や市民の参加率の推計を行うことと市民の協力率の向上がポイント 

 市内の小型家電の賦存量等の推計を行い、長期的なリサイクルに向けた戦略の検討が必要。 

･ 現状の市民の参加率（協力率）をどう評価するか。市民への周知を徹底することにより、参

加率はより向上すると思われる。広報や啓蒙活動により、市のリサイクルに取り組む先進性

を知っていただき、市民の協力率をアップさせることは可能。 

 排出元の近隣に有用金属の回収・リサイクル業者が存在しない 

 のぞましい循環圏の範囲としては、排出先の近隣で小型家電の金属回収業者があればなおよ

い。 
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3）(有)協同回収 

 100万人～の商圏が地域循環圏の単位と考える 

 100万人商圏が一つの単位。 

 参加率 30％、１人当たりの排出量を 4Kg と想定した時に、処理能力と見合う範囲が 100 万

人。岡山、広島の場合は２社。東西に一社ずつあると良い。 

 

4）ＤＯＷＡエコシステム(株) 

 家電リサイクルプラント等の活用で、低コストでの有用金属等の回収を期待 

 家電リサイクルプラント等を活用することにより、低コストでの使用済み小型家電等からの

有用金属の回収が可能となる。 

 

5）丸亀市 

 国の施策と足並みを揃える必要 

･ 国の動きとの整合性を取っていくこと。 

･ 何がどれだけ集まるかわからない。 

 

4.1.5  廃乾電池 

1）(株)ダイワスチール 

 入札制度等により、契約先を選べない 

 入札制度による単年度契約のために長期的、且つ効率的な計画がたてにくい。 

 自分たちが参入する前から 20年程度かけて作られた処理ルートを変更して、新規の契約へ

の理解を得るのが一番苦労した。特に役所は変化を嫌う。 

 海外の廃乾電池受け入れ増加の可能性 

･ 現地には適正に処理できる業者が存在しないという台湾業者からの依頼で、台湾からの乾電

池の受け入れを開始している。 

 

2）野村興産(株) 

 入札制度への移行により、処理のレベルに懸念 

･ 自治体の入札の仕様が一定ではないため、落札業者は価格のみの判断に委ねられる場合が多

い。リサイクル処理のクオリティ確保に懸念が生じる。 

 海外の廃乾電池受け入れ増加の可能性 

･ 現地には適正に処理できる業者が存在しないという台湾業者からの依頼で、台湾からの乾電

池の受け入れを開始している。 

 

4.1.6  溶融スラグ 

1）岡山市東部クリーンセンター 

 地域資源循環は、市町村のレベルが基本（自治体の施設での製造のため、回収するの

範囲は限定される）ではあるが、公共工事の減少もあり利用量の増加が見込めない 
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･ 溶融スラグは、一般廃棄物焼却灰を原料に製造される。通常は市町村単位での発生となり地

域循環圏も小さくてすむが、広域化が行われている場合は市町村を越えた資源回収が行われ

ることとなる。一方、利用となると、自治体内での土木建設工事等への利用が主であり、コ

ンパクトな資源循環が行われる事例といえる。 

･ 工事の発注が少ない場合、加工を請け負う合材協会にも引き取ってもらえず、ストックヤー

ドからあふれそうになる事態が起こっている。 

･ 地域循環として、利用先の確保は一部の循環資源でも課題となっており、溶融スラグも同様

であることがわかる。 

 

2）水島エコワークス 

 景気低迷によるごみ不足と価格下落が問題、スラグについては需要調整を実施 

･ 経済活動低迷による、受託ごみ不足、産廃の価格下落（当初は 150,000トンの受け入れを想

定していたが、現在は平均して 140,000トン）もあり、受け入れ量の増加が課題。 

･ 岡山市東部クリーンセンターとは異なり、倉敷市の主導によるスラグの活用活発化によりス

ラグの引き取り量が増加し、不足気味（定期的に需給調整をしている）となるため、ストッ

クヤードには 365日分約 30,000トンをストックしている。 

 

4.1.7  一般廃棄物焼却灰 

1）山口エコテック(株) 

 需要は多いが、設立の経緯もあり、すべてに対応できない 

･ 自治体で現在稼働中の溶融炉等の更新時期が近づき、その後の一般廃棄物焼却灰の処理方法

として、県外の自治体で受入依頼を検討されている事例もある。（九州、広島、新潟等から

の問い合わせがある） 

 受け入れ数量がほぼ限界に近く、今後のごみ量の減少等もあるが、基本的には山口県内の自

治体の処理を優先するというスタンスは変わらない。もともとの事業目的を逸脱してまでと

いう無謀なことは考えられない。引き続き、県とは密接な連携を保ちながら、県内の市町村

のために事業を進めていく。 

 セメントメーカーの立地地域では、事業化可能性は高い 

 県内にセメントメーカーのある地域では、山口エコテックと同様に一般廃棄物焼却灰のセメ

ント原料化事業の可能性はある。 

･ また、山口県と同様に、県との連携は最低条件として、県内で排出される一般廃棄物焼却灰

の処理に特化するなどすれば需要はあると考えられる。 

  

2）太平洋セメント(株) 

 循環圏内のごみの発生量とセメント工場の数のバランスが悪く、近隣だけでは一般廃棄

物焼却灰が集まりにくい 

･ 循環圏という視点では、ごみの発生量とセメント工場の数のバランスが悪い。 

･ 工場立地場所に対して、一般廃棄物焼却灰をセメント再資源化処理に理解を示し、排出に応
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じてくれる自治体が遠方の都市部に多く、収集運搬コストの問題もあり、契約先がなかなか

増えない。 

4.1.8  農業用廃プラスチック 

1）高知県農業用廃プラスチック処理公社 

 施設規模に応じた原料の確保が課題 

 商品開発に並行して原料確保をしっかりしなくてはならない。 

 リサイクルにおいては材料が上手く回ってくるかどうかが一番のポイント。 

 当初排出されていた 6000トンという量を基本に施設を作ってしまった。 

 稼働率により、採算性やコストが変化 

 規模を縮小する訳にはいかないし、施設ももったいないので、フルで稼働させるために広域

化して集めている。 

 仮に施設を 1/4に縮小すると、採算をとるために処理費も高くなってしまい、バージン材料

より高くなってしまう可能性もある。今の値段で売れなくなると、商売としてやっていけな

くなる。 

  

2）岡山県農林水産部農産課 

 予算がなく、取り組みが進まない 

･ 予算が少ないために勉強会や研修会・視察なども行われていない。廃棄物処理法改正もあり、

排出事業者責任に関して、より一層の取り組み強化が求められるが対応は難しい。また、リ

サイクル率の向上を目指す具体的な手段も持っていない。 

  

3）岡山東農業協同組合 

 施設規模に応じた原料の確保が課題 

･ 組合員の処理料金と岡山市、備前市、赤磐市といった自治体からのから助成金もあるが、そ

れ以外にも JAの持ち出し金が 1/3程必要となっている。 

 

4.2 課題の整理と対応策の検討 

 本節では、前節で記述した循環資源ごと、事例ごとの課題等を踏まえ、以下のとおり６つの課

題として整理し、対応策の検討を行った。 

 

【ヒアリング等を踏まえて明らかになった 6つの課題とその対応策】 

 

1）循環資源の回収率の向上や量の確保に関する課題 

 廃食用油、林地残材・間伐材、使用済み小型家電、廃乾電池、農業用廃プラスチック等の多く

の循環資源について、回収率や収集量等が十分でなく、転換・利活用するためのコストが高くな

っている。安価で十分な量を回収できれば、収集及び転換コストが下がり、利活用先等の需要が

増える可能性がある。 

 対応策として、廃食用油等の住民参加型の循環資源では、協力いただく市民への普及・啓発の
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実施・強化、駅やコンビニ等の人の集まりやすい回収拠点の追加を検討する、ポイント制度の導

入を検討するなどが考えられる。また、林地残材・間伐材については、NPO法人土佐の森救援隊

が提唱する「土佐の森」方式の小規模分散型、副業型、低投資型林業が全国的に導入されている

ことからも、ボランティアを活用した収集運搬システムを確立させることにより成功事例に近づ

けることが可能となる。使用済み小型家電については、現在国で検討が行われているリサイクル

制度が開始されることにより、破砕～埋立処分が主流の現状から、回収～再資源化へ移行するで

あろう。 

 

2）循環資源の利用先確保に関する課題 

 木質ペレットの課題として、ペレットを利用するためのストーブやボイラーといった利用先の

整備が進まず、ペレットが十分に地域で利用されていない、というものが挙げられる。利用先を

確保するため、大口の利用者を探すことになり、地域循環の規模が拡がってしまい、その結果、

輸送コストが大きくなるだけでなく、安価な他地域生産のペレットとの競合も起きる。このため、

製造する地域の近くでペレットを利用する、という環境づくりが重要となってくる。 

 今後のペレット利用の需要増に向けて、市町村での助成や公共の利用施設の増加、企業への協

力要請、施設園芸への対応、場合によっては近隣町村と連携した需要先確保の協力要請が必要と

なるであろう。 

 また、廃食用油の BDFとしての利用の場合、品確法に定める B5または B100での利用限定等

の制約や車両の高性能化により、現状では利用が難しくなるという状態になっている。このため、

製造コストが比較的安価なボイラーや農業機械等の新たな利用先を検討することも重要である。 

 溶融スラグについては、ある市では、公共の土木建設工事等での利用が減少し、ストックヤー

ドがあふれるほどだという。他方、他の自治体では、下水管・水道管埋設用やガス管保護用など

の用途にも活用するため、足りないほどの状況とのこと。今後、自治体がスラグの用途を拡大を

進めるなどの努力を行うことにより、需給バランスのとれた小さな地域循環圏の形成が可能とな

るのではないか。 

 

3）循環資源の需要過多に関する課題 

 山口エコテックでは、現在の処理能力を超える一般廃棄物焼却灰の需要があるという。これは、

山口県外の自治体において、現在は溶融炉を運転しているものの今後廃止する予定があるなど、

当該自治体の将来的な方針変更によるものである。 

現在の山口エコテックの資源循環の範囲が小さすぎるというわけではなく、施設の設置目的と

もなっている山口県内の焼却灰をリサイクルするために必要な設備規模を設定しているものの、

それ以上に需要が発生している状況であり、今後も自治体において溶融炉の廃止等の動きが進む

と需要要望はさらに増加すると思われる。 

 この課題を解決するためには、山口エコテックと同様、セメントメーカーが立地している地域

等において事業化することが考えられる。セメントメーカーが立地する所在地において、都道府

県の一般廃棄物焼却灰を処理できる程度の事業規模であれば、無理のない、適正な数量の一般廃

棄物焼却灰の利用が進む可能性がある。 
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4）コスト面の課題 

 木質ペレットなどの循環資源については、施設整備等にコストがかかるだけでなく、特に林地

残材や間伐材を原材料として用いる場合は製造コストも上昇するため、商品価格へ転嫁せざるを

得ない、という悪循環が起こっている。その他にも、多くの循環資源については、プラントの建

設などのイニシャルコストの一部を補助金等に頼っているものもあるが、補助金等の制度につい

ては年々先細りしている傾向もあることから、今後の事業化を検討するにあたり、十分に確認と

検討が必要なものがある。 

 逆に、三菱マテリアル、ダイワスチール等、既存の施設を活用し、新たな循環資源の利活用を

行う事例の場合は、他事業での収入もあり、コスト面の問題は報告されていない。これは、施設

建設等の大がかりなイニシャルコストの計上が必要ないためといえる。 

 コストの問題を最小限にするために、木質バイオマスを利用する場合、木質ペレットの原材料

として、林地残材や間伐材等でなくプレーナーくずを利用するなどの見直しを行ったり、木質ペ

レットの生産にこだわらず、チップや薪の生産を検討するなども一つの方法である。 

また、施設建設に係るイニシャルコストが大きい場合、必然的に当該循環資源の利活用に係る

コストも大きくなってしまう。新たに事業化を検討する場合、既存施設の活用による循環資源の

利活用を最優先に検討を行うべきである。 

 

5）小さな地域循環が実現可能となる循環資源の活用 

 薪について、利活用の先進事例の事業者は、それぞれ「大きな可能性を持っている」と口にし

ている。これは、薪は昔から生活に密着した利用がなされており、「裏山から取ってきて使う」こ

とが多く、なかなか利活用の事例が表に出なかったためである。調達や製造にかかるコストが最

小限で済む理想的なエネルギーである薪についても、高齢化社会によって自給自足が行えない住

民や新しいユーザーに向けては、新たな薪販売の可能性が秘められている。 

 今後も、中国四国地方における里地里山里海の小さな地域循環圏を形成・推進するため、中山

間地域をはじめとした地域の薪ユーザーの掘り起こしと新規ユーザーの開拓を進めるとともに、

林地残材・間伐材を利用した薪製造の事業化に期待したい。 

 

6）入札制度等、外部要因に関する課題 

 廃乾電池は、全国の自治体が収集対象となるが、自治体による埋立や溶融などの処理が行われ

ない場合には、入札が行われ、リサイクルを行う事業者が決まることになる。このためリサイク

ル事業者は、自治体担当者へのアプローチから入札参加まで、複数回の訪問及び営業活動が必要

となる。そして、北海道から沖縄まで、自治体単位での廃乾電池のリサイクルを行うこととなる。 

 小さな地域循環圏という視点で考えると、リサイクル施設の近隣の自治体の廃乾電池を取り扱

うことが望ましいが、入札制度があるため実現が困難となっているのが実情である。 

 

 

 

 


