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リサイクル資材の製造と利用リサイクル資材の製造と利用リサイクル資材の製造と利用リサイクル資材の製造と利用

公園緑化協会では、リサイクル堆肥「そだちのもと」を製造、販売しています。市内

の公園や街路樹などから排出される緑化樹の剪定枝葉をリサイクルして、緑化の推進に

役立てようとの配慮からです。そこで、今回は、このようなリサイクル資材の製造と利

用について概観してみたいと思っています。

さて、ゴミを使ってリサイクル堆肥などを製造しようという動きは、２０年ほど前か

ら各地で活発に試行されはじめました。それまでは個々の農家等が自分の使う堆肥を自

分で造っていたのを、リサイクルの掛け声の高まりに伴って、官公庁や組合あるいは企

業などが行おうという気運が熟して来たからでした。

私もリサイクルには興味を持っていましたので、大阪で開催された花博会場の跡地の

一部に大阪市が緑のリサイクルセンターをつくるに際して、業者が試作した緑化樹剪定

枝葉のリサイクル堆肥が園芸や緑化利用に適するものであるかどうかの判定テストにつ

いて生育テストを実施しました。その後は、視察に来られた官公庁や組合、企業の方々

にゴミの提供をねだり、送られてくると、まず破砕機などで細かく砕き、発酵させて堆

、 、 。肥化して 生育テストに供するというパターンで リサイクル堆肥の実験を進めました

北海道からはホタテガイの貝殻や内蔵、テンサイ（砂糖大根）の搾りかすなどが送ら

れてきました。沖縄からはサトウキビの搾りかすを入手しました。サントリーからはビ

ールかす、紅茶かす、ジュースかすなどを、ＵＣＣからはコーヒーかす、森永からはカ

カオかすやアーモンドかすなどといった具合に、いろんな所からいろんなゴミをもらい

ました。

農林業から排出されるごみとしては、もみがら、ブドウやウメの剪定枝、ジャガイモ

やサトイモ、トマトの茎葉、シイタケ菌床かすなどを、造園、緑化関係者からは、緑化

、 、 、 、樹剪定枝葉 イチョウの落葉 マリーゴールドやヒマワリなどの花類 道路側の刈り草

ゴルフ場の刈り芝、ススキ、クズ、ホテイアオイなどを入手し、試験に供しました。畜

産業界からは、牛、豚、馬、鶏などの糞のほか、食肉センターの汚泥や牛腹糞、廃鶏、

廃アヒルなども発酵させ、試験に供しました。

外食、飲料、食品産業などからは、残飯、野菜クズ、おから、コーヒーかす、烏龍茶

かす、トマトジュース搾りかす、ビールかす、葡萄酒搾りかす、水飴製造かす、モモ缶

詰かす、タマネギやジャガイモの皮、あんこ汚泥、鰹だしがら、大豆油汚泥、醤油搾り

かすなどをもらって、試験を進めました。

、 、 、 、 、色素 薬品業界からは 赤キャベツ搾りかす コウリャン搾りかす 赤シソ搾りかす

アナット豆搾りかす、アカネ根搾りかす、生薬搾りかす、トチュウ茶搾りかす、活性炭

廃棄物などを、水産業者からは、魚あら、魚かす、カキ貝殻、ホタテカイ貝殻、ホタテ

ガイうろ（内臓 、シンジュガイ貝殻、カニ殻などを、電力関係者からはムラサキイガ）

イ、フジツボ、クラゲ、海藻、ダムの流木、石炭灰などを、鉱業、窯業関係からは、ロ

、 、 、 、 、ックウールくず パーライト篩いかす チタン鉱石中和汚泥 麦飯石くず 麦花石くず

珪藻土くず、バーミュキュライト篩いかす、窯業くず、古瓦くずなどをもらいました。

そして、このようなテストを繰り返していると、堆肥化とは関係のないゴミもたくさ
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ん集まってくるようになり、ゴミ→堆肥化→栽培テストのパターンにこだわらないで、

リサイクル活用できるものは何でも試験に供するようになりました。

泉州の繊維業界からは、綿くず、ポリエステル集塵繊維、タオル製造織り端、麻袋、

やしがら、染色汚泥などが持ち込まれました。建設業界からは、古畳、建築廃材、かん

なくず、おがくず、外壁材くず、コンクリートがら、アスファルトがら、ベントナイト

汚泥などが持ち込まれました。さらに、製紙汚泥、古タイヤのチップ、古タイヤで作っ

た綿、古段ボール紙、シュレッダー古紙、古新聞紙、ウレタンくず、スポンジくず、発

泡スチロールくず、理髪店廃棄物（髪の毛）などもいただきました。

また、上水道や下水道、屎尿処理場からは、各種の汚泥、焼却灰、沈殿砂などが持ち

込まれましたが、官公庁というつきあいもあって、臭い素材の有効利用について長々と

検討を重ねたのでした。

いろんなゴミを羅列しましたが、テストを行ったゴミのなかには、ゴミの提供者が実

用化して、販売に至っているものも少なくありません。ゴミの成分や形状が異なれば、

製造した堆肥等の性状が異なります。ゴミを特長を生かしながら、利用者の要望にあっ

た堆肥等に改変することによって、ゴミに経済性が生まれます。儲かるリサイクルを念

頭に、わたしは試行を重ねてまいりました。リサイクルを広げ、恒常的なものとするた

めには、リサイクル製品を経済の輪に組込むことが大切だからです。

といいましても、たくさんの人が相談に来られたなかでもっとも多かったのは、リサ

イクル製品を造られてから、これは農業に利用できるでしょうかとか、園芸や緑化分野

で売れるでしょうかといった相談でした。設備投資をし、施設を稼働して製品を造って

から、売れないので困って相談にきたという例がもっとも多かったのです。異なる種類

のゴミを混ぜるとか、少しの設備を追加して製品の向上を図るなどの改善策を提案しま

したが、本心は、冗談じゃない、目標をはっきりと決めないで取組んでうまく行くはず

がない、リサイクルはそんなに甘いものじゃありませんよ、どうして設備投資する前に

来なかったのですか、という気持ちでした。

ほんとうにそうなんです。例えば、緑化樹剪定枝葉を堆肥化しようとする場合には、

製造した堆肥を農業、緑化、園芸のどの分野で売ろうとするのか、農業であっても、水

田、果樹、野菜、花栽培の何処で利用するかによって、好適とする堆肥の肌理や、価格

は異なってきます。園芸用に製造すると、価格は高くなる反面、製品の揃いや肌理の細

かさが要求され、製造に手数が必要となります。高価な破砕機を入れることによってこ

の問題は解決しますが、設備投資をされてから相談にこられても遅いのです。予算の都

合で破砕機のランクを落としたり、稼働をはじめたばかりで海のものとも山のものとも

判断できないような先進事例に合わせて設備を導入したりなどといった例が多く、立直

しに困難な取組がどれほどたくさんあったことでしょう。

いずれにしても、リサイクルは簡単なことではありません。公園緑化協会が販売して

いる育ちのもとは人気のある商品ですが、まだまだ品不足で市民のみなさんの要望に応

え切れていません。そだちのもとの製造を強化するとともに、市内で排出される各種の

廃棄物についても目を広げ、緑化の推進に役立つリサイクルを推進する必要があるとい

えるでしょう。 （理事長 大江正温）
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タケチップ・タケパウダーの栽培試験

いきなり私事で恐縮しますが、私は通勤に近鉄電車を利用しておりまして、車窓から

望む景色は二上山をはじめ常に山々が見え、河内長野市に近付くにつれて緑は間近に迫

り、その様子は十分見ることができます。その中で特に目について気になることがあり

ます。それはタケによる樹林の侵食被害です。これは全国的に広がっている大きな社会

問題でもあります。

元々、タケは人間にとって身近なものであり、生活用具や食料として親しまれてきま

したが、生活様式の変化などによりその需要が減ってしまい、管理に手間のかかる竹林

はそのままで放置されるようになりました。放置され荒廃した竹林は、その身を守るべ

く外へと根を広げつつ、杉林や雑木林に侵食し植物の成長に必要な日光を遮ってしまい

林全体を枯らしてしまいます。さらに、タケは山林だけにとどまらず住宅地にまで入り

込み被害を与えています。

残念なことに、この河内長野市でもいろいろなところで同様の状況があり、その対応

が求められています。タケの侵食を防ぐには、間伐を行い竹林を適正に管理する必要が

あるのですが、市の風致公園でもあります烏帽子形公園でも、以前はタケの繁茂が激し

く、そのまま放置されると雑木林が侵食される恐れがありました。そこで、立ち上がっ

たのがボランティア団体の「烏帽子里山保全クラブ」で、同団体はタケの間伐を行い適

正な竹林管理に今も努めてくださっています。

、 。ただ 間伐を行うと当然そのあとの処理方法について考えなければいけなくなります

竹林内に伐採したタケを集積しておくのが最も容易な処理方法ですが、市環境保全課で

【写真】広葉樹林を侵食するタケ
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はそれをさらに有効的に活用できないか思案され、市内の企業にタケのチップ化、パウ

ダー化ができる機械を作ってもらいました。そして 「烏帽子里山保全クラブ」がかな、

りの労力と時間をかけて、その機械でタケのパウダー化に取り組んでおられています。

そうして、出来上がったタケパウダーですが、市環境保全課は広報で使用モニターを募

集し、土壌改良改良材として使用できるかどうかを実証しようとしています。

ここで、当協会としてもそのタケチップとタケパウダーにとても関心がありましたの

で、みどりをはぐくむまちづくりに役立てるためにも、緑化推進の立場から本当に土壌

改良材として有効に使用できるかを栽培テストすることにしました。栽培テストの方法

は以下のとおりです。

タケチップ、タケパウダーをそれぞれ栽培

用土とした川砂に、容積比で、100％(タケパ

ウダーのみ)、75％、50％、25％、10％、0％

(川砂のみ)、混合します。次に、直径10.5㎝

の黒ポリポットにそれぞれを入れ、コマツナ

の種を播き覆土します。さらに、それぞれの

被覆緩効性化成肥料エコロングを、0ｇ、2.5

ｇ、５ｇ、15ｇ、25ｇずつ散播します。管理

はビニールハウス内で行い、１日１度10分間

頭上よりミスト灌水します。あとはコマツナ

【写真】栽培試験の準備 の生育状況や生長量を比較して、テスト終了

です。当協会では、このテストの結果を緑化技術指針としてまとめるつもりでいます。

もちろん、次回の紙面で報告したいと思いますのでご期待ください。

（公園緑化協会 内本）

【写真】タケチップ 【写真】タケパウダー
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かわちながの公園探求かわちながの公園探求かわちながの公園探求かわちながの公園探求

みなさん、こんにちは公園緑化協会の上野です。

寒い冬もようやく終わりに近づき、公園内にあるさまざまな植物にも新しい芽があち

こちで見られるようになってきました。

春といえば「桜」の季節ですので、今回は桜もあり、自然もある本市唯一の風致公園

で本協会も管理にあたっている「烏帽子形公園」について紹介します。

烏帽子形公園は、市街地の中心に位置しているにもかかわらず、自然が豊富で野鳥も

数十種類生息が確認されており、自然生態上極めて貴重な公園です。また、この烏帽子

形山には昔、烏帽子形城という山城があり、その歴史は古く「平家物語」にも烏帽子形

城を指すと考えられる城が登場したり、応仁の乱などで繰り広げられた合戦の記録や軍

記物に度々登場するほどの、歴史的にも価値ある場所です。

私も、子供が３歳の頃から、よく訪れています。子供に「恐竜探しに行こう」と言う

と喜んでついてきました。その後は「天狗探し ・ お化け探し ・ 昆虫探し」と定期」「 」「

的に子供と訪れています。お弁当をもって行きましたら、一日中遊べる公園です。市内

最大の木製複合遊具もあり河内長野市にとって寺ヶ池公園と並ぶ二大公園の一つです。

また、大変多くの方が烏帽子形公園を、色々な目的で活用されています。定期的に行

われています自然観察会は大変人気で、大阪市内からも参加されていると聞きますし、

公園内でボランティア活動をされています「烏帽子里山保全クラブ」のみなさんは自然

林を守る為、公園内の放置竹林を整備され、その竹で竹炭や竹細工をつくっておられま

す。公園内に炭の窯も設置し定期的に炭作りをされています。もし、公園に遊びに行か

れ、ボランティアさんを見かけられましたら、どうぞお声をかけていただき、炭窯の見

学もされる事をお勧めします。大変、貴重なお話も聞けることでしょう。

休日、遠方へ遊びにいかれる事も多いでしょうが、一度、この烏帽子形公園に出かけ

てみてください。綺麗な花壇はありません。感動出来る景観もありません。しかし、こ

の烏帽子形公園は自分自身が活用方法を決められる唯一の公園だと思います。楽しみ方

は無限にあると思います。

家族で、ぜひ遊んでください。きっと、新しい発見が出来るとおもいますよ。

（公園緑化協会 上野匠）
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寺ヶ池公園の樫の木寺ヶ池公園の樫の木寺ヶ池公園の樫の木寺ヶ池公園の樫の木

■寺ヶ池公園の樫の木
かし

、 。 、河内長野市の千代田台町 小山田町の辺りに寺ヶ池公園があります 寺ヶ池公園には

、 、 、 、 。テニス場 野球場 プール 広場などの施設と それらの施設を結ぶ遊歩道があります

、 。遊歩道沿いには樹木が茂り その所々からは寺ヶ池の広い水面を見渡すことができます

場所によっては、その水面の遠方に山々を望むこともできます。広々とした水面とその

周囲の緑がみずみずしく、とても気持ちの良い公園です。

この寺ヶ池公園の南

部に大きな樫の木があ

ります。この樫の木の

樹高は約10メートルで、

幹の直径は約70センチ

メートルです。どっし

りとした幹から四方に

枝を広げた堂々の樹形

です。その幹に触れ、

この大きな木が経てき

たであろう長い年月に

思いを寄せると、自然

の雄大さや生き物の力

強さが感じられます。

■シラカシ

樫の木と呼ばれる樹木にはいくつかの種類があります。ご家庭の庭木として植えられ

ることのあるポピュラーな種類としてはアラカシとシラカシがあります。アラカシは青

々とした力強い樹木で庭の主木にもなります。シラカシは明るい雰囲気で洋風のお庭に

もよく合います。どちらの種類も強めの剪定に耐えますので、住宅地のお庭などで植木

の大きさを抑えたい場面では扱いやすい樹木です。

この寺ヶ池公園の大きな樫の木はシラカシです。シラカシやアラカシの古い木では、

幹に穴が開いたり、ねじれたりして変形することも多いのですが、この寺ヶ池公園のシ

ラカシはバランスの良い形をしています。このシラカシの大きさからすると、ある程度

の長い年数を経てきたことは間違いありませんが、それにもかかわらず整った樹形を維

持してます。きれいな樹形のシラカシです。

■調査と診断

近年、この大きなシラカシに枝の枯れが目立つようになってきました。特に上の方の

枝で枯れが目立ち、全体的にも葉の量が少なくなってるようでした。春の芽吹きにも力

強さがなく、衰弱傾向にあるように見受けられました。
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そこで、昨年11月から今年2月にかけて、社団法人ゴルファーの緑化促進協力会と財

団法人日本緑化センターが中心となって、このシラカシの調査、診断、当面の手当てが

おこなわれました。現地での技術的な作業は、私も所属する日本樹木医会大阪府支部が

担当しました。

現地に高所作業車を持ち込んで上部の枝を調査したところ、上部の太い枝にも枯れが

見つかり、中には腐れ込んでる枝もありました。外観の目視で腐れが見えない部分であ

っても、内部の腐れが予想される部分については、特殊な機器による専門的な調査がお

こなわれました。この調査からは内部の腐れが見つかってます。

このような上部の枝の枯れや衰弱は土の状態の悪化によって引き起こされることもあ

ります。例えば、土が極端に乾燥または過湿の状態であれば、その影響は根だけでなく

枝にも及びます。土を調べたところ、シラカシの周辺の土は腐植に乏しく水捌けの良い
は

状態でした。これらのことと枝葉の様子から、土の水分と養分が不足気味であることが

うかがえます。

■対策

これらの調査、診断の後、このシラカシに対する当面の手当てが施されました。大き

な枯れや腐れのある枝は今後の回復が望めませんので、その部分が切除されました。ま

た、周辺の土へ堆肥や肥料を混入することにより土の状態が改善されました。

ただ、今回の施工時期が厳冬期であったため、思い切った処置はできませんでした。

このような寒い時期にシラカシに大きく手を入れると、それが治療のためであったとし

ても、かえってシラカシを痛めてしまうことにもなるからです。

今後は経過を観察しながら適期に必要な処置を継続する必要があります。例えば、土

の改善の効果を確認しながら追加で堆肥や肥料を混入したり、大きな腐れのある枝を切

除することが必要になってきます。

加えて、今回の調査で異常の見つからなかった部分についても、今後に不具合が発生

する可能性もありますので、新たな腐れの発生などの状況の変化については、早期の発

見に努める必要があります。 （公園緑化協会 黒川正健）

活動レポート活動レポート活動レポート活動レポート

■講習会「プリザーブドフラワーアレンジメント」

2月23日（水）にプリザーブドフラワーアレンジメントの講習会を開催しました。プ

、 。リザーブドフラワーには茎がありませんので このままでは上手くアレンジできません

まず、この花の下にワイヤーを付け、茎の付い

た花のように形作ります。次に、必要に応じて

このワイヤーにテープを巻いて、茎らしく仕上

げます。それをベースに挿して、バランス良く

アレンジしていきます。今回は春らしく優しい

色合いの作品を作りました。
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■緑化講演会

2月26日（土）にラブリーホールで緑化講演会を開催し

ました。フリーアナウンサーの高田薫さんが「番組を通

」して見た園芸 ～花と緑の街づくりは小さな一鉢から～

のテーマでお話されました。高田さんはテレビ放送の園

芸番組でキャスターを務めていらっしゃいます。高田さ

んのお話は、園芸番組の撮影現場での様子を中心に、海

外の事例から身近な緑化まで幅広い内容のお話でした。

■講習会「フラワーデザイン」

3月29日（火）にフラワーデザインの講習会を開

催しました。この時期には入学や定年退職などの

お祝い事が多いことから、ちょっとしたプレゼン

トにもなるような作品を作りました。しっくい紙

で花器を作り、その内側にトレーとオアシスをセ

ットして、そこにバラやカーネーションなどの生

花を飾り付けます。赤色のしっくい紙に葉の緑が

よく映えて、鮮やかな作品に仕上がりました。

■里山管理講座

3月の毎週土曜日に4回シリーズで里山管理講座が開催されました。この講座は烏帽子

里山保全クラブが中心になっておこなわれたものです。烏帽子里山保全クラブは、烏帽

子形公園で里山保全などの活動をされてる団体です。この講座に参加された方は、里山

や植生などについての講義や現地での実習を受講し、最終日には一般参加の方とクラフ

トをしました。

（公園緑化協会 黒川正健）

イベント情報イベント情報イベント情報イベント情報

■植木市

：平成23年4月16日日時

（ ） 、 （ ）土 9時～17時 17日 日

9時～15時 ：寺ヶ池場所

公園（噴水の広場） 売上

金の一部を東北関東大震災

の義援金として寄付しま

す。雨天により中止、中断

することがあります。春の

山野草展が同時開催されます。 【写真】前回の植木市の様子
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■春の山野草展

植木市と同時に開催されます。 ：平成23年4月16日（土）9時～17時、17日（日）9日時

時～15時 ：寺ヶ池公園管理事務所2階（植木市会場近く）場所

■リサイクル堆肥「そだちのもと」販売

この堆肥は刈草や剪定枝を主な原料としています。お庭やプランターなどの家庭園芸で

使用できます。 ：1袋300円（40リットル袋） ：一世帯に5袋まで ：寺価格 数量 場所

ヶ池公園管理事務所 ：午前9時～午後5時30分（土日祝、年末年始を除く） 在庫日時

。 。が無くなれば終了します 販売の有無については公園緑化協会へお問い合わせください

編集後記編集後記編集後記編集後記

平成23年3月11日、国内史上最大のマグニチュード9.0を記録した東北地方太平洋沖地

震による「東北・関東大震災」は2万人をはるかに超える多くの死者・行方不明者を出

し、今なお多くの方が、避難所での不便な生活を余儀なくされております。

この震災で犠牲になられた皆様に心から哀悼の意を表しますとともに、1日も早い復

興をお祈り申し上げるものです。

、 、 、それにしても 津波の恐ろしさは 相当の確率で大地震の発生を予測していたものの

これほどまでの大津波まで予測しえたのか、ただただ自然の脅威を思い知らされるばか

りでした。

南海、東南海地震の30年以内の発生確率は、南海地震で50％、東南海地震で60％と言

われており、全く他人事とは思えません。今一度 「備えあれば憂いなし 」を肝に銘、 。

じておきたいものです。

さて、毎年4月に実施しております当協会主催の「植木市」ですが、大震災発生後間

、 、 、もないということもあって その実施について検討いたしましたが イベントの内容が

「緑化啓発事業」の一環であることや、植木市会場に義援金の募金箱を備え、又、売上

金の一部を義援金として寄附することで、参加団体の賛同を頂き、予定通り実施するこ

とといたしました。

どうか、多くの市民の皆様のご協力により、震災に遭遇された方々のお役に少しでも

立てるよう頑張りますので、ご理解のほどよろしくお願い致します。

（公園緑化協会常務理事 山田彰男）

財団法人河内長野市公園緑化協会財団法人河内長野市公園緑化協会財団法人河内長野市公園緑化協会財団法人河内長野市公園緑化協会
事務所（住所）大阪府河内長野市小山田町674番地の5 （郵便番号）586-0094

（電話）0721－56－1155 （ファクシミリ）0721－56－2100

（電子メール）contact@kawachinagano-park.or.jp

（ホームページ）http://kawachinagano-park.or.jp/index.html

（業務時間）午前9時～午後5時30分（土日祝、年末年始を除く）


