
「あ い ち の ３ R」
～2030年 終処分場ゼロ社会をめざして～

「あ「あ いい ちち のの ３３ RR」」
～～20302030年年 終処分場ゼロ社会をめざして～終処分場ゼロ社会をめざして～

平成20年度第２回「あいち環境塾」

チーム３R DUC（DuseUseCycle）
　　　新井正徳（岡崎市役所）

　　佐藤　実（大口町役場）

　　高地昌幸（大和興業㈱）

　　徳島淳平（トーエイ㈱） 11



チームテーマの趣旨チームテーマの趣旨

　　・より一層の　　・より一層の3R3Rを促進し、埋立て物をゼロにを促進し、埋立て物をゼロに

　　　する。　　　する。

　　・既存埋立て物を掘り起こし、再資源化する。　　・既存埋立て物を掘り起こし、再資源化する。

あいちの「もの造り」の特徴を生かした３R（循環型社会）を確立し、

県内から 終処分場を無くし、跡地を有効活用することにより

環境負荷の少ない住みよい「あいち」にする。

終処分場 ”0” 社会終処分場終処分場 ””00”” 社会社会

22



・既存 終処分場の残余年数は約10年と逼迫している。
・用地確保等の理由から新規建設が困難である。
・既存の 終処分場に埋まっている廃棄物の中にも
　再資源として利用出来る物がある。

現状を見つめてみると現状を見つめてみると

　・排出量は、一般廃棄物で横ばい、産業廃棄物では増加し　・排出量は、一般廃棄物で横ばい、産業廃棄物では増加し
　　

　　ている。　　ている。
　・リサイクル、資源化が推進し、 終処分量は減少。　・リサイクル、資源化が推進し、 終処分量は減少。

33

一廃では、一廃では、総排出量の総排出量の約約11.311.3％％が埋立て処分！が埋立て処分！

産廃では、産廃では、総排出量の総排出量の約約5.75.7％％が埋立て処分！が埋立て処分！
　　　　　　　　　　　　　　



提提 案案 概概 要要

終処分場 ”0” 社会終処分場終処分場 ””00”” 社会社会

環境負荷の少ない住みよい環境負荷の少ない住みよい「あいち」「あいち」

３３RRの徹底の徹底

溶融処理と山元還元溶融処理と山元還元

既存埋立て物の資源化処理既存埋立て物の資源化処理

＋

＋

＝
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３３RRの徹底に向けての徹底に向けて

ReDuceReDuce ReUseReUse ReCycleReCycle

☆４つのポイントで提案☆☆４つのポイントで提案☆

３３ RR

①　トヨタ３トヨタ３RRカップカップ　　
　　　　　　　　　

②　発展途上国留学制度発展途上国留学制度　
　　　　　

③ マイボトル自販機マイボトル自販機

④　学校給食用食材の自給化学校給食用食材の自給化

⑤　あいち国際匠センターあいち国際匠センター

⑥　あいち環境市場あいち環境市場
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提案①トヨタ３Ｒカップ提案①トヨタ３Ｒカップ

世界を対象に世界を対象に33ＲＲに関する優れたアイデア・技術を競うに関する優れたアイデア・技術を競う国国
際大会際大会を実施するを実施する

　　※※サッカーのサッカーのTOYOTACUPTOYOTACUP知名度を利用知名度を利用

実用可能なものは積極的に県内行政及び企業にて取り入実用可能なものは積極的に県内行政及び企業にて取り入
れてれて愛知県から愛知県から日本全国或いは世界各国へ日本全国或いは世界各国へ発信発信していくしていく

「「足る足るをを知る知る」をテーマに県下の選抜した」をテーマに県下の選抜した小学生（高学小学生（高学
年）年）を対象にを対象に発展途上国発展途上国へのへの短期留学短期留学を実施する（カンを実施する（カン
ボジア・モンゴル等）ボジア・モンゴル等）

帰国後、帰国後、トヨタトヨタ3R3Rカップカップにてにてレポートを発表レポートを発表するする

　　費用は県が負担する　　（財源：環境税）費用は県が負担する　　（財源：環境税）

提案②発展途上国留学制度提案②発展途上国留学制度
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提案③マイボトル自販機提案③マイボトル自販機

マイボトル自販機とはマイボトル自販機とはマイペットボトルマイペットボトルややマイ水筒マイ水筒にに
対応対応しし液体のみ販売液体のみ販売する自販機であるする自販機である

愛知県下の行政施設や協力店舗に設置し普及させるこ愛知県下の行政施設や協力店舗に設置し普及させるこ
とでとで容器包装容器包装をを削減削減できるできる

県が自販機メーカーへ助成し促進する県が自販機メーカーへ助成し促進する

学校給食の食材について学校給食の食材について自給率自給率を制定するを制定する

学校毎に農家と契約し、生徒も学校毎に農家と契約し、生徒も農業実習農業実習がが必須必須となるとなる

自ら食材を育てることで自ら食材を育てることで食べ残し食べ残しをを無くす無くす

処分場処分場を掘り起こしたを掘り起こした跡地跡地もも有効活用有効活用するする

提案④学校給食用食材の自給化提案④学校給食用食材の自給化
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提案⑤あいち国際匠センター提案⑤あいち国際匠センター

ここでのここでの匠匠とはとは使用済み製品使用済み製品及び及び資源化可能な廃棄物資源化可能な廃棄物をを高付加高付加
価値化価値化する技術を持ったする技術を持った個人及び法人個人及び法人を言うを言う

リユース・リサイクルリユース・リサイクルのの推進推進を目的としたを目的とした匠匠のの育成育成とと愛知県で愛知県で
の認定の認定を行い、を行い、認定された匠は認定された匠はあいち環境市場あいち環境市場ののリメイク・リリメイク・リ
サイクル事業サイクル事業をを請負う請負うことができることができる

育成育成

　　世界的世界的な視野でな視野で講師講師及び及び生徒生徒を募りを募り使用済み製品使用済み製品及び及び資源化資源化

　可能な廃棄物　可能な廃棄物のの高付加価値化技術者高付加価値化技術者を育成するを育成する

　　リユース部門、リサイクル部門を設置リユース部門、リサイクル部門を設置

認定制度認定制度

　リユース部門、リサイクル部門それぞれについて　リユース部門、リサイクル部門それぞれについて愛知県独自愛知県独自

　　のの認定基準認定基準を設けて、を設けて、個人個人及び及び法人法人に対しに対し

　認定制度　認定制度を実施するを実施する 88



環境市場
商社・一般ユーザー

メーカー・商社等
登録業者

提案⑥あいち環境市場提案⑥あいち環境市場

☆指定引取場所☆指定引取場所

　リユース品

　リサイクル品

☆直接搬入☆直接搬入

　県民

　県内業者

搬入

高付加価値化高付加価値化

☆☆リメイクリメイク品品（リユース品）（リユース品）

　古着・家電・家具・玩具等

☆再生資源・エネルギー☆再生資源・エネルギー

　メタル・プラスチック・古紙等
販売

匠（個人・法人）による匠（個人・法人）による

リメイク・リサイクルリメイク・リサイクル
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提案⑥あいち環境市場提案⑥あいち環境市場

　　搬入搬入（（県下統一の分別基準県下統一の分別基準を創設）を創設）

　　☆一般廃棄物☆一般廃棄物
　　・・市町毎市町毎にに指定引取り場所指定引取り場所を設置を設置
　・県民による　・県民による直接搬入直接搬入もも可能可能

　　☆産業廃棄物☆産業廃棄物
　・県内事業者による　・県内事業者による直接搬入直接搬入
　　　　※※受付完了受付完了時点で時点でＥ票発行Ｅ票発行

　　☆有価物☆有価物
　・価値の高い物については　・価値の高い物については有価買取有価買取も行うも行う
　　　　ブランド品・レアメタル・再生ペレット・アルミ缶プレス品等ブランド品・レアメタル・再生ペレット・アルミ缶プレス品等

　・搬入方法は廃棄物同様。　・搬入方法は廃棄物同様。認定検査員確認認定検査員確認の上での上で環境市環境市
　　

　　場インターネットサイト　　場インターネットサイトへのへの登録制度登録制度有り有り
1010



提案⑥あいち環境市場提案⑥あいち環境市場

　　リメイク／リサイクルリメイク／リサイクル
　　☆リメイク品（リユース品）☆リメイク品（リユース品）
・家電（省エネ対応品）、家具、衣類、家、車（自転車含む）・家電（省エネ対応品）、家具、衣類、家、車（自転車含む）
　等を　等を匠匠によりによりリメイクリメイク（高付加価値化）して販売する（高付加価値化）して販売する
　　※※リメイクしてもリメイクしても国内国内でで需要の無い需要の無いものはものは発展途上国発展途上国へへ寄贈寄贈
　　※※寄贈できないものはリサイクルへ寄贈できないものはリサイクルへ

　　☆リサイクル品☆リサイクル品
・各種容器包装、廃家電（リサイクル法指定品目・各種容器包装、廃家電（リサイクル法指定品目//省エネ対応品以省エネ対応品以

外）、廃プラスチック、鉄／非鉄類、古紙類、木外）、廃プラスチック、鉄／非鉄類、古紙類、木くずくず、紙くず、、紙くず、
ガラスくず、陶磁器ガラスくず、陶磁器くずくず、自動車、汚泥等を市場に、自動車、汚泥等を市場に隣接した施隣接した施
設設もしくはもしくは品目毎に県が匠認定品目毎に県が匠認定したした施設施設にてにてリサイクルリサイクルする。する。

　　※※ 終残渣終残渣はは溶融処理溶融処理
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提案⑥あいち環境市場提案⑥あいち環境市場

　　販売販売

　　☆リメイク品（リユース品）☆リメイク品（リユース品）

　　一般ユーザーから商社まで幅広く一般ユーザーから商社まで幅広く市場内市場内に販売スペースに販売スペース

をを常設常設。。　ネットオークション　ネットオークション実施実施

　　☆リサイクル資源・エネルギー☆リサイクル資源・エネルギー

　　事前事前にに登録登録されたされたメーカーメーカーやや商社・その他利用事業者商社・その他利用事業者向向

けにけにネット販売（オークション等）ネット販売（オークション等）をを実施実施。リサイクル。リサイクル
された各種資源はされた各種資源は市場市場にてにて取りまとめ取りまとめてて販売販売

　認定検査員　認定検査員によるによる出張検査登録出張検査登録ありあり
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それでも廃棄物は発生しますそれでも廃棄物は発生します
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次世代型リサイクルの促進次世代型リサイクルの促進

　溶融処理技術　溶融処理技術
　　・　　・廃棄物溶融施設建設の促進廃棄物溶融施設建設の促進
　　　　　　　　　　廃棄物の溶融処理による資源化処理とごみ発電

　　・　　・焼却灰溶融施設建設焼却灰溶融施設建設　　（財）愛知臨海環境センター（（財）愛知臨海環境センター（ASEC)ASEC)

　　　　　　　　　　焼却施設から発生する焼却灰の溶融処理

　山元還元技術　山元還元技術（＊）（＊）　　

　　・　　・溶融飛灰資源化処理施設誘致溶融飛灰資源化処理施設誘致
　　　　　　　　　　廃棄物溶融施設、灰溶融施設から発生する溶融飛灰の資源化処理

（＊）被処理物の溶融処理によって発生する溶融飛灰から、非鉄金属を回収し再使用す
る一連の操作をいう。溶融飛灰中には鉛、カドミウム、亜鉛、銅などの非鉄金属が
２～１２％の高濃度で含まれている。これを非鉄金属の原料と見なし鉱山（精錬所）
に還元し、非鉄製錬技術で鉛、亜鉛などの単一物質に還元、回収する。

1414



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　廃棄物　廃棄物　　　　　　　　　焼焼 却却 場場
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（約（約850850度で燃やす）度で燃やす） 　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　

埋立処分
　　　　　　　　　

　　

溶融処理施設溶融処理施設

焼却灰焼却灰100ﾄﾝ
15ﾄﾝ

100ﾄﾝ

3ﾄﾝ

ｽﾗｸﾞ､ﾒﾀﾙ

10ﾄﾝ 2ﾄﾝ

再利用

（約1,500度でとかす）

山元還元処理山元還元処理

非鉄金属、
スラグ成分

塩　類

海域放流

溶融
飛灰

溶融
飛灰

溶融処理と山元還元処理について溶融処理と山元還元処理について

埋立処分ゼロ！埋立処分ゼロ！埋立処分ゼロ！ 1515



スラグとメタルの利用スラグとメタルの利用

スラグの利用スラグの利用
　・コンクリート用溶融スラグ骨材（　・コンクリート用溶融スラグ骨材（JISJIS A5031A5031））

　・道路用溶融スラグ骨材（　・道路用溶融スラグ骨材（JIS A5032JIS A5032））

　・セメント原材料（粘土代替え）　・セメント原材料（粘土代替え）

　に加えて、　に加えて、

　　　　愛知県リサイクル資材評価制度（あいくる）愛知県リサイクル資材評価制度（あいくる）
　　　リサイクル土砂等に認定し、　　　リサイクル土砂等に認定し、

　　　　　　　　　土木、建築資材として活用　　　　　　　　　土木、建築資材として活用

メタルの利用メタルの利用
　製鉄原料　製鉄原料
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既存埋立物の資源化処理既存埋立物の資源化処理

既存埋立物の掘起し処理既存埋立物の掘起し処理

廃棄物溶融施設による溶融処理廃棄物溶融施設による溶融処理

溶融飛灰資源化処理施設にて溶融飛灰資源化処理施設にて非鉄金属回収非鉄金属回収

終処分場跡地の有効活用終処分場跡地の有効活用

（公園整備、農場利用、森林復旧）（公園整備、農場利用、森林復旧）

環境税、非鉄金属・跡地売却等収益費の活用環境税、非鉄金属・跡地売却等収益費の活用
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まま とと めめ

終処分場 ”0” 社会終処分場終処分場 ””00”” 社会社会

２０３０年２０３０年

環境負荷の少ない住みよい環境負荷の少ない住みよい「あいち」「あいち」

３３RRの徹底の徹底

溶融処理と山元還元溶融処理と山元還元

既存埋立て物の資源化処理既存埋立て物の資源化処理

＋

＋

＝
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