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1. はじめに 

 日本での食品廃由来棄物等は 2014 年に 2775 万トンと非常に多くの量が排出されている。そのうちの約 3 分

の 1 が家庭からの食品廃棄物である。しかし、家庭系食品廃棄物のリサイクル率は約 7%と非常に低く、資源とし

て有効な活用がなされていない。  

そこで本稿では、家庭系食品廃棄物である生ごみのリサイクルについての問題を明らかにし、リサイクルを促

進させる提案する。2 節では食品由来廃棄物等のうちの事業系廃棄物等と家庭系廃棄物の比較を行い、家庭

系廃棄物のリサイクル率が低いことを明らかにする。そこで 3 節では家庭系廃棄物のリサイクル率が向上しない

要因として、地方自治体が主に行っている事業である、リサイクル施設を設け、地方自治体が直接リサイクルを

行う事業、住民がリサイクルを行うための支援を行う事業の問題点を指摘する。続く4節では3節で取り上げた問

題の対策となる事例を取り上げる。その事例を参考に 5 節ではポイント制度を利用した役所、住民、回収店舗、

農家の連携システムによるリサイクル促進の提案を行う。 

 

2. 食品廃棄の現状 

2-1. 事業系廃棄物等と家庭系廃棄物の比較 

図表 1 より 2014 年度食品由来の廃棄物等の発生量の合計は 2775 万トンである。その内、事業系廃棄物等

が 1953万トン、家庭系廃棄物 が 822万トンであり、発生量を単純に比較すると事業系廃棄物等が約 1100万ト

ン多いくなっている。しかし、食品廃棄物等の中で家庭系食品廃棄物は約 3分の 1を占めている。 

 

図表 1 2014 年度 食品廃棄物等の発生量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[出所]食品廃棄物等の利用状況等(平成 26 年度推計)（概念図）(以下 URL 参照) より筆者作成 

(http://www.env.go.jp/recycle/food/h26_flow.pdf) 

 

次に食品廃棄物等の推移をみると、図表 2より事業系廃棄物等 2008年から 2011年にかけて約 300万トン減

少しているが、2011 年から 2014 年にかけては約 200 万トン増加しているため近年は増加傾向であるといえる。

家庭系廃棄物は 2008年から 2014年にかけて約 250万トン減少している。 
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図表 2 食品廃棄物等の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[出所]食品廃棄物等の利用状況等(平成 24～26 年度推計)（概念図）(以下 URL 参照)より筆者作成 

(http://www.env.go.jp/recycle/food/post_5.html) 

 

 単純に廃棄物の発生量を事業系廃棄物等と家庭系廃棄物で比較すると事業系廃棄物等の方が多く、近年

は上昇傾向にあるため問題があるように思える。しかし図表 3 より焼却・埋立量の推移をみると、焼却・埋立の総

量は 2008 年の 1459 万トンから 2014 年の 1101万トンへと約 358万トン減少している。そのうち、事業廃棄物等

が 250 万トン、家庭廃棄物 108 万トンであり事業系廃棄物等の方が大きく減少していることがわかる。また焼却・

埋立の量を 2014年度で比較してみると総量 1101万トンのうち、家庭系廃棄物が 767万トンであり約 70%を占め

ている。 

 

図表 3 焼却・埋立量の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[出所]食品廃棄物等の利用状況等(平成 21～26 年度推計)（概念図）(以下 URL 参照) より筆者作成 

(http://www.env.go.jp/recycle/food/post_5.html) 

 

 さらに、リサイクル率をみていくと、図表 4 より家庭系食品廃棄物のリサイクル率は 2008 年から 2014 年にかけ

て 1.6%上昇しているが、7%にも満たないかなり低い値を示している。比べて事業系廃棄物等のリサイクル率 2008

年から減少はしているが、2012 年から 2014年にかけての値は横ばいであり約 70 %と高い値を示している。事業

系廃棄物等と家庭系廃棄物のリサイクル率を比較すると家庭系廃棄物が約 63 ポイント低い値を示していること

がわかる。 
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図表 4 食品廃棄物等のリサイクル率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[出所]食品廃棄物等の利用状況等(平成 21～26 年度推計)（概念図）(以下 URL 参照)より筆者計算 

(http://www.env.go.jp/recycle/food/post_5.html) 

 

2-2. 家庭系生ごみ発生の現状 

家庭系食品廃棄物すなわち家庭から排出される生ごみの量を見ていく。 

図表 5は家庭ごみ量とそのうちの生ごみの割合を示している。家庭ごみの総量は 2004年から 2013年にかけ

て 456万トンの減少し 2468万トンとなっている。しかし 2004年から 2009年にかけて減少傾向にあったが、近年

ではほとんど減少がみられず値が横ばいとなっている。また、生ごみの割合は2004年から2010年までは増加傾

向にあったが 2010年から 2013年にかけては減少傾向である。2004年と 2013年を比べると割合が 2ポイント減

少していることがわかる。しかし依然として全体の 35%と高い割合を示している。 

 

図表 5 家庭ごみ量の推移と生ごみの割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[出所]食品廃棄物等の利用状況等(平成 21～26 年度推計)（概念図）(以下 URL 参照)  

(http://www.env.go.jp/recycle/food/post_5.html) 平成 25 年度版 日本の廃棄物処理 

(https://www.env.go.jp/recycle/waste_tech/ippan/h25/data/disposal.pdf)より筆者計算 

(注) 「家庭ごみ量」＝「生活系ごみ」－「集団回収量」－「資源ごみ」－「直接搬入ごみのうち資源として利用されるもの」 

 

 

http://www.env.go.jp/recycle/food/post_5.html
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3. 生ごみリサイクルの問題 

信澤(2012)によると地方自治体による家庭から排出される生ごみのリサイクル率を向上するための事業として、

地方自治体がリサイクル施設を設ける、あるいは外部に委託してリサイクルを行う事業と、住民がリサイクルを行う

ための支援を行う事業がある。しかし、地方自治体が施設を設けるなどする場合、和田・佐藤(2008)の調査によ

ると施設継続のためには内的要因と外的要因の 2つの問題があるとしている。 

内的要因には、市民の生ごみ分別不足による不適切な排出、事業の採算性、生ごみの悪臭、リサイクル品へ

の需要があげられている。外的要因には、施設の老朽化と一般廃棄物処理の広域化があげられている。こうし

た2つの要因により、生ごみリサイクルを実施していた29事例のうち、取り組み中止または、中止を決定した事例

が 16 確認されたとしている。これらのことから、地方自治体が施設を設けてリサイクルを実施するには限界があ

る。 

以上より、生ごみのリサイクルには地方自治体の施設に頼らず、各家庭で取り組むことが必要であるとわかっ

た。 

各家庭の取り組み支援として生ごみ処理機器購入補助制度がある。信澤(2012)の調査1によると生ごみ処理

機器購入補助制度の導入は関東 1都 6県の 201市区のうち電気式生ごみ処理機が 153市の 76.1%、生ごみ処

理容器は 155市の 77.1%となっている。よって、この制度がその取り組みの代表であるといえる。 

では実際に生ごみ処理機の利用状況について南房総市、平塚市、藤沢市、綾瀬市の 4 市のアンケートから

みていく。図表 6 は 4 市のアンケート結果をまとめた表である。まず、住居形態としては、南房総市、藤沢市のア

ンケートにより一戸建てが約 90%を占めている。これは一戸建ての世帯では各家庭の庭で処理物・堆肥を利用

できるが、庭のない集合住宅などでは処理物や堆肥を利用することが難しいという要因が考えられる。次に処理

物の利用状況をみていくと、平塚市では 45%が堆肥として利用しているが、30%の人がごみとして排出している。

また、綾瀬市をみても約 27%がごみとして排出している。このように生ごみ処理機を使ったのにも関わらず、約

26%の利用者が処理物をごみとして排出している。 

また、生ごみ処理機利用の問題点としては、虫の発生や臭いの問題、手間がかかることなどがあげられてい

る。 

図表 6 生ごみ処理機の使用実態 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[出所]信澤(2012) 

 

                                                   
1 信澤(2012)は各市区ホームページ情報をもとに生ごみ処理機器購入補助制度の実施状況を調査した。調査対象は電気式の生

ごみ処理機と電気を使用しない生ごみ処理機(コンポスター)とした。 
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4. 生ごみリサイクル促進のための取組 

4 市のアンケート調査の結果から生ごみ処理機を利用する上での問題点が分かった。そこで本節ではその対

策についての事例をみていく。 

秦野市では堆肥化した生ごみを再生トイレットペーパーに交換する事業を行っている2。この事業は事前登録

を行った世帯が、公民館などのストックハウスに堆肥化した生ごみを搬入し、その量に応じてトイレットペーパー

と交換を行うものである。それにより、約 1.4ｔの堆肥化物を回収している。また、市内の大型スーパー12店は、独

自の資源化の取り組みとして、資源物の店頭回収ボックスを設置している。そうして、市に排出される生ごみの減

量化に結びついている。 

戸田市にはリサイクルフラワーセンターがある3。これは生ごみのリサイクルによるごみの減量化を更に進めるこ

とを目的として、2010年 5月に蕨戸田衛生センター組合、戸田市、蕨市が共同で開設したものである。リサイ

クルフラワーセンターでは生ごみから堆肥を作り、花を育てている。生ごみは事前登録を行った市民が、専用生

ごみバケツに家庭で一定の段階まで堆肥化を進めたものを入れ、持ち込むことで花と交換を行うことができる。

「ごみ処理基本計画 蕨戸田衛生センター組合」によるとリサイクルフラワーセンターに2011年に回収された生ご

みは約 8 トンある。また、それらと交換された花苗は約 11.6万鉢であった。 

以上の 2 つ事例より、堆肥化した生ごみとトイレットペーパーや花などを交換する事業にはある程度の需要が

見込めることが分かった。そこで次節ではポイント制度を利用した連携システムの提案をする。 

 

5. ポイント制度を利用した連携システムの提案 

筆者の提案するポイント制度とは、家庭から出る生ごみを生ごみ処理機により堆肥にし、それを回収店舗に持

っていくと、店内での買い物に使えるポイントをもらえる制度である。この制度は役所、住民、回収店舗、農家が

連携をして行う。以下ではそれぞれの役割やメリットをみていく。 

役所は市民へのポイントカードの交付、商店街などに堆肥の回収店舗として参加を促す。また、ポイントカー

ドや生ごみ処理機器購入補助制度の PR を行う。その他に、各店舗が回収した堆肥の買い取り、地域の農家な

どに販売をする。行うメリットとして、生ごみの減量による焼却費の減少、ごみ処理施設の延命がある。また、生ご

み処理機の導入の促進にもつながると考えられる。 

住民はポイント制度の利用にあたり、まず始めに役所や回収店舗で事前登録を行いポイントカードの交付を

受ける。そうして、回収店舗に堆肥を持っていき、ポイントと交換を行う。行うメリットとして、ポイントを回収店舗で

の買い物で利用することができる点や、生ごみ処理機で堆肥化したものをごみとして排出せずに利用できる点

などが考えられる。 

回収店舗はまず始めに役所で堆肥の回収店舗登録を行う。回収した堆肥は各店舗で利用することもできるが、

利用しない場合は、役所へ販売する。堆肥は役所が回収を行うまで各店舗で保管を行う。行うメリットとして堆肥

を得ることで、利用または役所への販売を行うことができる。また、ポイント制度による客数の増加などが考えられ

る。農家は役所から堆肥の買い取りを行う。また、回収店舗への農作物の販売を行う。メリットとして、ポイント利

用による販売の促進により販売需要の拡大が考えられる。 

図表 7は役所、住民、回収店舗、農家による連携システムの図である。このようにして、連携をする

ことで持続可能な循環型のシステムを形成してリサイクルの促進を促す。 

                                                   
2 [出所]秦野市ごみ処理基本計画 検証報告(以下 URL 参照) 

(http://www.city.hadano.kanagawa.jp/www/contents/1001000000297/simple/pdf-sonota09-kihonkeikaku.pdf) 
3 [出所]蕨戸田衛生センター(以下 URL 参照) 

(http://www.warabitoda-e-c.or.jp/citizens/flower.html#section01) 
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図表 7 役所、住民、回収店舗、農家による連携システム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[出所]筆者作成 

 

6. おわりに 

 日本での食品廃由来棄物等の量は 2014 年に 2775 万トンと非常に多くの量が排出されている。そのうち約 3

分の 1 が家庭系からの食品廃棄物である。しかし、リサイクル率は約 7%と非常に低く、資源として有効な活用が

なされていない。本稿では、家庭系生ごみのリサイクルについての問題を明らかにし、リサイクルを促進させる提

案について述べた。2節では食品由来廃棄物等のうちの事業系廃棄物等と家庭系廃棄物の比較を行い、リサイ

クル率が低いことを明らかにした。そこで 3節ではリサイクル率が向上しない要因をとして、地方自治体が主に行

っている事業である、地方自治体が直接リサイクルを行う事業、住民がリサイクルを行うための支援を行う事業の

問題点を指摘した。続く 4節では 3節で取り上げた問題の対策の事例をあげ、5節でポイント制度を利用した連

携システムによる新たなリサイクル促進の提案を行った。 

 本稿では生ごみ処理機の問題点としてあげた、虫の発生や臭いの問題などすべての問題を解決する提案に

まではいたらなかったが、この言及については今後の課題としたい。 
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[審査委員長からのコメント] 

現状のリサイクルの問題点、課題を論理的に考察し、家庭からの排出に注目した上で対策を具体的に論じて

いる。ポイント制を提案しているのがユニークだが、汎用性や広めるための必要性、効果の説得力がもう少し

あると良い。 


