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木質系廃棄物のリサイクル利用

各種のゴミを対象として、堆肥化を主とした農業分野へのリサイクル活用について、前

回、私が取り組んで来た内容を簡単に紹介しました。そこで、今回は、緑化樹剪定枝葉等

の木質系廃棄物のリサイクル活用について、各地各種の取組を紹介しようと思います。

さて、木質系廃棄物の主要なものとして、当協会がタッチしている緑化樹剪定枝葉以外

に、森林組合等が関与する間伐材、建設業界から排出される廃材等があげられます。そし

て、リサイクル利用するための加工方法としては、堆肥化したり、チップ化やペレット化

したり、あるいは、木炭やパルプにしたり等、各種の方法が試行されて来ました。

枝や葉をそのまま利用する場合もあります。木の枝を川や海に沈めて、魚の産卵礁とし

たり、漁場を育成しようという試みです。

また、粗く粉砕したチップを、収穫後の水田に散布して鋤き込み肥料や土壌改良材とし

て活用したり、公園等の植栽地にマルチとして利用して除草や灌水作業の軽減をねらった

り、牛や馬の敷き料とする等の取組もあります。簡易な機器で安価に取り組める反面、効

果に不安定要素があって、経済性が伴い難いのが普及のネックとなっています。

少し太い枝や幹を細かに切断してチップ化したものは、公園や緑地、キャンプ場の歩道

に敷いたり、浴場や発電の燃料としての利用が試みられています。おがくず状に加工した

ものもやはり浴場や発電の燃料として使用されますが、圧縮して鉢などを作るという試み

もみられます。また、おがくずから有効成分を取り出して活用しようという取り組みも各

所で試行されており、例えば青森ヒバのおがくずから抽出したヒバ油は入浴剤、化粧品、

洗浄剤、殺菌剤等に利用されています。さらに、剪定枝や間伐材、廃材等を斜めに薄くス

ライスして幅広のかんなくずをくるくる巻いた形に加工したものは、畜産の敷き料として

牛や馬などの足や胴に刺さったりしないうえ、使用後の牛糞等との混合物は堆肥化が早く

て、結構重宝に利用されているものです。なお、杉の材に樹脂を注入し高温で圧縮して煉

瓦としたものもあり、玄関に杉の煉瓦を敷きつめると和風でよい雰囲気だそうです。

剪定枝葉等を細かくチップ化してなんらかの加工を施すという場合にもっとも多用され

る方法は堆肥化して土壌改良材として販売するものです。この点については前回多少を述

べましたが、ポイントは、チップのサイズが細かくそろっていること、ゴミが混ざってい

ないこと、そろって発酵していること等の点です。以前は１袋４～５００円の価格が普通

、 。であったバーク堆肥は 最近では安売りで２５０～３００円というものも出回っています

製品が劣ったり、販売網がなくてだぶついたりといったものが大量に放出されているよう

なのですが、畑や、庭、プランター栽培で使うのならこれで充分です。

細かくチップ化した剪定枝葉を、田植え後の水田に撒いて雑草の生育を抑制する、秋に

田畑に鋤き込んで土壌の改善を図る、発生する熱で温室を加温する等、地域の事情に沿っ

た試みも多くあります。都市部では、緑化樹剪定枝葉を堆肥化したものに浄水汚泥を組み

合わせて花と野菜の土を製造、販売している例もみられます。

チップ化したものを圧縮してペレット加工し、ストーブや風呂釜の燃料とする試みも各

地で模索されていますが、手間と価格の面より広く普及する技術には至っておりません。

木質廃棄物を炭化して利用しようという試みも多くみられます。炭は、燃料や土壌改良

材、水質浄化材、床下吸湿材等として従来より定評がある資材だからです。しかし輸入木
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炭がきわめて安価なため、特に良質な木炭以外は価格が低迷し、経済性を伴った木質廃棄

物の木炭化には問題点が多いといえます。

木炭利用の森林発電や森林風呂、森林公園の木炭自動車など、木炭を製造すると同時に

それを使って収益を上げるという試みも各所でみられますが、経済性を伴った活動とはい

いがたいのが現状でしょう。しかし、なかには、広葉樹の木炭粉というように原料を限定

したもの、筒状にした木炭を庭や畑の土に打ち込みここに液肥や活力剤を入れて生長促進

効果を図るもの等、付加価値を持たせて経済性を達成したという取組もあります。また、

間伐材の木材チップを炭化する際に、陶磁器の釉薬などを混ぜてガラス質の炭をしあげ、

形崩れしにくい炭として、水質浄化や消臭剤、床下吸湿材、土壌改良材として重宝されて

いる例もあります。なお、木炭化の副産物の木酢液は、農薬登録がないため、製造したり

販売や使用する際には充分に注意してください。もちろん、竹酢液も同様です。

なお、樹木の樹皮については、杉や檜の樹皮を粉砕、成形して養液栽培の栽培床とし、

トマトやイチゴを生産する等の取り組みがみられます。樹皮はきわめて発酵しにくいもの

ですから、このように栽培床として利用しても長持ちする資材というわけです。公園の樹

木の下や家庭の庭に樹皮を敷きつめて雑草防止と水やりの軽減に役立たせるとともに、新

たな雰囲気を楽しむということで輸入樹皮が持てはやされたところもありました。

ところで、樹木のなかで特に発酵しにくい部分といえば、ここに述べた樹皮と、心材で

す。建設廃材には樹皮が含まれていませんが、発酵しやすい小枝や葉も含まれておらず、

発酵が困難な部分が多い素材であるといえます。発酵しにくい素材であるなら栽培用土と

して利用しても、発酵して熱をもったり、アンモニアガスなどが発生したりすることも少

ないだろうという考えで、私は樹皮や、心材、建設廃材のチップを作り、そのもののみで

花や野菜を育てるテストをしたことがありました。もちろん適度な肥料を与えれば普通に

育ちますし、生育障害も発生せず、難堆肥化物はそのまま使える、というのがわかりまし

た。難堆肥化物と易堆肥化物を混ぜて使うと、易堆肥化物が堆肥化する期間使用を待たね

ばなりませんが、難堆肥化物だけであれば即座に使用できます。というわけで、カンナ屑

やおがくずもそのまま栽培用土に混ぜました。園芸農家であれば土代が安くなる、軽くて

作業しやすいなどのメリットが生まれます。

炭化についても多少のテストを行いました。最初は、以前河内長野市が市民に貸与して

いたような家庭用の焼却炉を使い、炭を貯める部分に木片を入れて燃やし、網の上にあら

れのブリキ箱を乗せ、蓋をしてこの中で炭を作りました。蓋の隙間からは、いろんな色の

蒸気や煙が出てきますが、煙が出終われば炭化も終了で火を止めます。煙が出ている間に

火を止めると、箱内に充満している揮発性成分が再び炭に吸着され、いろんな臭い、成分

を含んだ炭が仕上がります。特徴を持った炭を作るという経済性につながる炭の製造が可

能となるわけです。炭化の最終時点で外部から特徴のある素材を加えることも可能で、そ

のためには鉄製の炭化炉が使い易いのです。私はその後灯油バーナーの付いた炭化炉を使

ってテストしていましたが、いわゆる炭焼き釜では取り組みにくい方法が炭化炉であれば

容易に可能となります。炭焼きとは炭焼き釜でこのようにして行わなければならない、と

いうのは、うばめがしで備長炭を焼く場合のように、よい材料でよい炭を作る場合の話で

す。ゴミを使って特徴のある炭を作る場合は、考える方法を変えて、操作や調整の容易な

鉄製の炭化炉を使って試行を繰り返すのが得策でしょう。

（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 －結果報告－

前回、この情報紙で紹介しました栽培試験について、結果が出ましたのでご報告させて

いただきます。

まず、試験の概要をもう一度ご説明します。資材｛タケチップ(写真－１ ・タケパウ）

）｝ 、 、 、 、 、 、ダー(写真－２ を 栽培用土とした川砂に 容積比で 100％(資材のみ) 75％ 50％

25％、10％、0％(川砂のみ)、それぞれ混合します。次に、直径10.5㎝の黒ポリポットに

混合物を入れ、コマツナの種を播き覆土します。さらに、被覆緩効性化成肥料エコロング

を、0ｇ、2.5ｇ、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２度５分間頭上よりミスト灌水します。あとはコマツナの生育状況や生長量を比較する

というものでした。

写真－１ 写真－２

以下に、試験結果を表とグラフにまとめました。

○タケチップ栽培試験の草丈（㎝）の比較

施 肥 量
混合割合

０ｇ 2.5ｇ ５ｇ 15ｇ 25ｇ

０％(川砂のみ) １．４ １４．７ １９．２ ２４．３ ２１．９

10％混合 １．５ １４．９ １９．９ ２３．０ ２３．５

25％混合 １．３ １８．２ １９．４ ２３．７ ２１．８

50％混合 １．４ １８．３ ２０．９ １５．０ １７．１

75％混合 １．４ １５．２ １６．７ １２．２ ６．７

100％(資材のみ) １．３ １４．８ １６．４ ６．３ ５．８
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○タケチップ栽培試験の生体重（ｇ）の比較

○タケパウダーの栽培試験の草丈（㎝）の比較

施 肥 量
混合割合

０ｇ 2.5ｇ ５ｇ 15ｇ 25ｇ

０％ 川砂のみ １．４ １４．７ １９．２ ２４．３ ２１．９（ ）

10％混合 １．７ １９．９ ２５．３ ２６．８ ２６．０

25％混合 １．８ １９．１ ２２．７ ２７．０ ２３．５

50％混合 １．６ １７．６ ２２．７ ２７．２ ２５．０

75％混合 １．７ １８．１ ２１．６ ２８．０ ２７．１

100％(資材のみ) １．７ １４．９ ２２．１ ２１．１ ２１．２

○タケパウダー栽培試験の生体重（ｇ）の比較
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以上の試験結果から、０％つまり川砂のみを栽培用土とした場合、肥料を施さないとほ

とんど生長せず、施肥量が2.5、５ｇと増加するにしたがって生長量がしだいに増大し、

適量を施した15ｇではもっとも生長が進行することが判りました。一方で、過剰に施した

25ｇでは少し生長量が減退するという、通常の施肥量と生長量の関係を示しました。

これと比較して、タケチップを混合して用土とした場合、どの混合割合でも肥料を施さ

ないとほとんど生長しないのは川砂と同様でした。次に、各混合割合の結果を個別に見る

と、10％、25％混合割合では、川砂のみの場合と比べて同じか、やや優っていることがわ

かりました。50％、75％混合割合や100％つまりタケチップのみでは、施肥量が増えるに

つれて生長量が減退する傾向を示し、混合割合が大きい程、生育が極端に劣ることがわか

りました。

さらに、タケパウダーを混合して用土とした場合では、タケチップ同様どの混合割合で

も肥料を施さないとほとんど生長しませんでした。次に、同じように各混合割合の結果を

個別に見ると、10％混合割合では、コマツナの生長は川砂のみの栽培と比べて明らかに増

大し、タケパウダーの土壌改良材としての有効性を示しました。また、施肥量が増加する

にしたがって生育量の増加傾向が見られ、川砂のみの栽培で見られた過剰な施肥による生

長量の減退傾向も見られませんでした。このことから、タケパウダーを10％程度土壌に混

合し施肥量を増大させると、著しい生育促進効果が得られることがわかりました。

25％、50％、75％の混合割合においては、いずれもタケパウダー混合による生育促進効

果が認められましたが、その傾向は先に述べた10％混合割合と同様でした。

、 、タケパウダーのみで栽培した場合の生長量は 川砂のみの栽培とほぼ同様のものであり

多大な生育促進効果を期待できるわけではないが、タケパウダーを単独で用土として使用

することも可能であることがわかりました。

〔まとめ〕

タケチップ・タケパウダーの特性としては、これらに由来する肥料分を植物の生育増進

に期待できないが、適度の施肥を条件に、土壌と混合することによって土壌改良材として

の効果が発揮され、植物の生育増進を招くことが判りました。また、タケチップあるいは

タケパウダーのみを栽培用土として使用することも可能であることが明らかとなり、家庭

園芸等においてはプランター等の用土として使用すれば、作業の単純化と軽量化を図るこ

とができ、利用方法の応用性が示されました。

（公園緑化協会 内本博樹）

風景と樹木

六月初旬に長野県の長野市へ行く機会がありました。そこには河内長野で馴染みのない

風景がありましたので、それをご紹介します。

長野市へ行くには、まず河内長野から新大阪駅へ行き、そこから新幹線で名古屋駅へ向

かいます。名古屋駅で特急「しなの」に乗り換えたら、約3時間で長野駅に到着します。

さて 「しなの」の車窓から長野県の山々を眺めているとアカマツがよく目に付きまし、

た。アカマツは松の一種で、クロマツに比べて葉が柔らかく幹肌の色に赤みがあります。
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河内長野の住宅地のお庭でよく見かける松はアカマツではなくクロマツです。このアカマ

ツもクロマツも松の種類としては一般的なものですが、最近は河内長野でアカマツを目に

することが少なくなってきました。長野県の山ではアカマツの赤い幹肌がよく目立ってま

した。

アカマツとクロマツが同じ地域で生育している場合はこの両者による雑種のできること

があります。この雑種は両者の中間的な性質を示しますから、この雑種が「クロマツによ

く似たアカマツ」または「アカマツによく似たクロマツ」に見えることがあります。長野

県で見たアカマツの赤い幹肌が目立って美しかったのは、このアカマツが雑種ではない典

型的なアカマツだったからでしょう。

次に、自然の樹木とは思えないような不自然な形の樹木が目に付きました。その樹木は

畑地のような手入れされた場所に何本もまとまって植えられており、人の手によって3メ

ートル程度の高さに整えられてるように見えました。そして、そのような樹木の植えられ

た場所が何箇所も目に付きました。

このような植栽状況から考えると、これは手入れされた果樹園に違いないと思えます。

、 、 、 、 、 、 、 。ただし ミカン ウメ カキ モモ ビワ クリ いずれとも違う見慣れない果樹園です

車窓から眺めてあれこれ思いを巡らせてるだけですから詳しいことはわかりませんが、こ

れはおそらくリンゴ畑です。長野県はリンゴの産地です。リンゴ栽培は涼しい地域の方が

適してますから、河内長野ではリンゴ畑を見かけません。

、 、 、 。その後 長野駅に到着し そこで所用を済ませてから バスで山手の方へ向かいました

長野県は自然の美しい所ですから、少し山歩きをしてみようというのです。山の麓でバス

を下車して少し歩いただけで、周囲の木々の様子が河内長野のそれとは違うことに気付き

ました。まず目に付いたのは植林されたであろう大きなカラマツです。カラマツは松の一

種で、標高の高い山や寒い地域で生育する樹木です。河内長野の山で植林といえば多くは

スギ林かヒノキ林ですが、ここ長野県の山で目に付いたのはカラマツ林でした。

河内長野の山では常緑樹が鬱蒼と茂って林の中が薄暗い雰囲気になりがちです。それに

比べて、このカラマツ林は明るい感じがします。また、長野県にはブナの木もたくさんあ

り、そのブナ林も明るくてすがすがしい感じがします。このような林では大きい木がたく

さんあるにもかかわらず、林内が薄暗くならずに、気持ちの良い明るさになってます。

これらの風景は、車窓から少し眺めただけでわかるほど、あるいは、その付近一帯がそ

うであるほどに、その地域の一風景になってます。山の所々でよく目立つアカマツ、きれ

いに手入れされたリンゴ畑、明るいカラマツ林やブナ林。どれも河内長野では馴染みのな

い風景ですが、長野県にお住まいの方にとっては、それらの風景を長年にわたって目にす

ることで、それが住み慣れた街の風景になっていることでしょう。そして、それらの風景

は、アカマツの木、リンゴの木、カラマツの木、ブナの木といった個々の樹木によって形

成されています。もし、これらの樹木が違う種類の木だったとしたら、例えばリンゴの木

ではなくミカンの木だったり、あるいはカラマツの木ではなくシイの木だったとしたら、

長野県らしい風景にはなり得ません。

長野県の地に根付いたアカマツ、ブナなどの木によって長野県らしい風景がつくられて

いるのと同じように、私たちの暮らす河内長野においても、地域に根付いた多くの樹木に

よって河内長野らしい風景がつくられているものと考えられます。このことは街の緑化を

。 （ ）考えるうえで大切なことだと思われます 公園緑化協会 黒川正健
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かわちながの公園探求

みなさん、こんにちわ公園緑化協会の上野です。

梅雨も終わりに近づき、また熱い夏が訪れようとしています。また、市内各自治会等で

、 。 、夏祭りや盆踊りを地域の公園で 企画しておられる団体も多くあると思います これから

暑くなりますが、準備、本番、片付けと、がんばって下さい。また、公園緑化協会としま

しても、少しでも地域の夏祭りにお役に立てるよう、夏祭りの開催日に併せた除草を実施

させていただいております。夏祭りに参加されます、すべてのみなさんに気持ちよく公園

を利用していただくよう、また、楽しかった夏休みの思い出になればと思っております。

私も、市内あちらこちらの夏祭りを見に行かせてもらってますが、一つ、気づいたこと

があります。それは、夏祭り開催中の遊具の使用です。子供達がぶらんこに乗って遊んで

いる、滑り台から浴衣を着た子が滑っている。本当に楽しそうです。しかし、多くの人が

集まり、出店が立ち並び、あちこちに自転車等が園内に止められている中、それも辺りが

。 、 。 、暗くなった場所でです 夏祭りには 子供からご高齢の方まで集まっているのです 一歩

間違えたら大事故に繋がりかねません。ある地域では、主催者の判断で、遊具の使用禁止

を実施しているのを見かけました。公園協会としても、定期に公園パトロールを実施し、

その都度、遊具の点検も行っております。しかし、人が起こす事故まで防ぐことは難しい

ので、主催者のみなさんにおかれましては、事前に予測出来るような危険行為など排除で

きるよう、事前にチェックされてはいかがですか？

また、公園の遊具ですが、どれもこれも経年劣化による傷みが見て取れます。今年、河

、 、 、 、内長野市の方で遊具の点検を実施し その結果に基づいて 河内長野市 公園緑化協会で

修繕や改修など計画をたて、順次実施して行きたいと考えております。

ところで、みなさんは 「リスクとハザード」という言葉をお聞きになったことはあり、

ませんか？

リスクは、遊びの楽しみの要素で冒険や挑戦の対象となり、子供の発達にとって必要な

危険性は遊びの価値のひとつである。子供は小さなリスクへの対応を学ぶ事で経験的に危

険を予測し、どのように対処すれば良いかの判断が可能な危険性もリスクであり、子供が

危険を分かっていて行うことは、リスクへの挑戦である。

ハザードは、遊びが持っている冒険や挑戦といった遊びの価値とは関係のないところで

事故を発生させるおそれのある危険性である。また、子供が予測できず、どのように対処

すれば良いかの判断不可能な危険性もハザードであり、子供が危険を分からずに行うこと

は、リスクへの挑戦とはならない （国交省指針・改訂版より）。

リスクとハザードの境はどこにあるのかというと、その子供自身の年齢であるとか、身

、 。 、 、体能力などによって 一概に決めることは難しいと考えます 自分の子供は どの遊びが

リスクなのかハザードなのか、しっかり見極めて子供に教えなければならないのではあり

ませんか？

次回は、ハザードの種類について書いてみたいと思います。

（公園緑化協会 上野匠）
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活動レポート

■植木市

去る4月16日（土 、17日（日）に寺ヶ池公園で植木市を開催しました。毎年の恒例行）

事として実施しておりましたが、3月11日に発生しました東日本大震災からあまり月日が

経過していないこと、さらには、社会的にイベント自粛の傾向が強かったこともあり、当

協会としましても開催をどうするか、非常に悩みました。

植木市自体は、市民の皆さまに緑化に親しんでもらい、みどりのまちづくりにご協力い

ただくための重要なイベントと考えていましたので、何とか開催しようということになり

ました。ただ、例年どおり同じように開催したのでは、あえて震災から間もないこの時期

に開催する意味がありませんでしたので、当然のことながら、会場内に募金箱を設置して

義援金を募り、また、毎年、参加いただいている各団体にも開催趣旨をご理解いただき、

募金にご協力いただきました。

たくさんの方のご協力により総額で220,000円の募金が集まり、河内長野市生活福祉課

。 、 。を通して日本赤十字社に送らせていただきました 本当に 開催してよかったと思います

■講習会「フラワーデザイン」

6月28日（火）にフラワーデザインの講習会を開催

。「 」しました 玄関を彩る多肉植物と枯れ枝のドア飾り

と題しまして、市広報紙にて募集したところ、定員

をはるかに上回る申込があり、予想以上の関心の高

さに驚かされました。

作品は、ニシキギの枝を使ってベースとなるフレ

ームを作り、その中にワイヤープランツの苔玉をセ

ットして完成です。簡単そうに感じますが、意外と

難しく、特に堅くて弾力のあるニシキギの枝をうま

くフレームになるよう形づくるのにはひと苦労のよ

うでした。それでも、みなさん、苦労の甲斐あって

か、それぞれすばらしい仕上がりに満足されていたようです。

（公園緑化協会 内本博樹）
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編 集 後 記

－節電対策に思う－

東日本大震災時に発生した津波による福島原子力発電所の被害は、想定外というレベル

を大きく超え、未だにその解決への道筋が見えてこないのが実情で、国際的にも大きな波

紋を投げかけ、それは「脱原発」の大きなうねりの原動力にもなっています。

そういう背景の中で 我々の 関西電力生活圏 も例外になりえず ７月１日からの １、 「 」 、 「

５％の節電要請」へと繋がっています。この要請を受けた地方公共団体の長は「原発認知

へのパフォーマンス、根拠を明確にしなければ協力できない 」とか 「卒原発 「自然エ。 、 」

ネルギーへの再構築を」とか言ってますが、果たして福島原発問題がなくてもそこまで日

常的に問題意識をもっていたのかはうかがい知れません。

只、言えることは、この事故があろうかなかろうが、今の地方公共団体に財政的余力が

そもそも無い中で、歳出の削減対策として、相当踏み込んだ節電努力を既に実施している

ところであり、さらなる１５％は相当きつい目標値に思えます。

当協会も、冷房設定温度（２８度）や不必要な常時の照明対応（廊下、トイレ等）など

は、市の基準を参考に取り組んでいるところですが、更に今回の要請を受け、毎年７月１

日から２ヶ月間実施してきました「寺ヶ池公園のライトアップ 、及び８月にこの２年間」

実施しました「寺ヶ池音楽祭」を急遽中止することといたしました。

東日本大震災を契機として、私たちを取り巻く環境が大きく変化する中で 「自粛」と、

「非自粛」のどちらを選択すべきかは、特に「イベント的行事」を計画している団体等に

とって、本当に悩ましい問題で、どちらを選択しても１００％これでよかったと自身を持

てるものではないだけに、最後の決断は 「誰に喜んでもらえるのか」を基準に考えるこ、

とだと思っています。

１５％の節電が、全ての消費行動に連鎖するような悪影響とならないよう念じつつ、少

し「これで本当に良いのだろうか？」と思いつつ、年末の「イルミネーション」は何があ

っても、是非とも実施したいものと願っています。

（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）


