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屎尿汚泥のリサイクル屎尿汚泥のリサイクル屎尿汚泥のリサイクル屎尿汚泥のリサイクル

今回はくさーい話をいたしましょう。以前に述べた有機性廃棄物のリサイクル活用に

ついての話題の、究極の試みといえるもので、バキュームカーで収集した屎尿の処理時

に排出される汚泥のリサイクル活用に関しての話です。きたない、くさい話題で大変恐

縮ですが、少しだけ辛抱してお付き合いください。きっとあのにおいも漂ってくること

でしょう。

さて、以前に述べましたようなリサイクルの実験を次々と実施していたところ、ある

時、大物植木屋が若い者を引き連れてやってまいりました。手に持っていたビニール袋

から取り出したものは屎尿汚泥を圧縮乾燥したもので、販売するのに知恵をかしてくれ

との要望でした。長さ２㎝、厚さと幅は５mm程度の断片で、土に混ぜたり、土にばらま

いたりするのにはとても好都合な農業や園芸に利用しやすい形状のものでしたが、とに

かくくさい。会議室にあのにおいが充満し、検討会を早々にお開きとし、宿題を残して

帰ってもらいました。廃棄物に加工の手を加えて有価物とするのがリサイクルです。こ

の汚泥ペレットにどのような加工を施せばよいのか、簡単な加工方法であってかつ容易

にまねのされない方法が得策です。ああでもない、こうでもないとくよくよ考えており

ました。

丁度そのような時、名古屋の大手鉄鋼メーカーから屎尿汚泥の炭化物が送られてまい

りました。40リットル袋が２袋で、袋を開けても全くにおいがしません。粗い砂粒のよ

うな炭で、手触りも良好です。さっそく土といろいろな割合で混ぜ、肥料を５段階ほど

に設定して、コマツナのたねをまいて栽培テストを開始しました。そして、コマツナが

良好に生長をはじめ、その生長状況の比較から、この屎尿汚泥炭化物は土壌改良資材と

してとくに有効性の高いものであることがしだいに明らかになってきました。

再び丁度そんな時、難波駅の南側にある大手鉄鋼メーカー、農機でも有名ですが、そ

この部長が水処理の件で部下を引き連れてやってまいりました。汚水処理の技術につい

て検討を加えた後、温室に行き、例のコマツナを見せると、会社で屎尿汚泥の炭を作っ

てくるからテストして欲しいとのこと。０Ｋの返事を出すとあたふたと帰られました。

大会社だから１か月も２か月もかかってから持ってくるのだろうとたかをくくってい

たところ、１週間もしないうちに、部下の一人が、山添村の屎尿汚泥で作った炭です、

と言って40リットル袋２袋を持って来られました。まあなんと早いこと、さすがに大会

社、統率がとれているのだなあとか、切羽詰まった問題があるのかなあなどと考えなが

ら、袋を開けてみると、なんとくさいこと、涙が出てきました。名古屋の分は全く臭い

がしなかったのに、大阪の分はくさい。製造を急いだためだろうと考えながら、とにか

くくさいのを辛抱して、土と所定の割合に混ぜ、肥料を施して栽培テストを開始しまし

た。温室にも臭いが充満し皆に嫌がられましたが、コマツナの生長は抜群に良好です。

ははーん、この炭は炭化が不十分で肥料分が残っていたのだな、あわてて製造するとこ

ういうことになるのかか、などと考えながらも、抜群のコマツナの生長を見ると、この
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アクシデントが農業にとって大きなプラスとなることがわかりました。でも、この臭い

はなあ、こんなにくさくては売り物になりません。肥料分の入っている炭で臭わないも

のを作る必要性を感じました。

そこで、自分でも炭を作ってみることにしました。以前河内長野市が市民に無償貸与

していたような家庭用の焼却炉の、灰を落とすすのこの下で木片を燃やし、すのこの上

には、屎尿汚泥の断片を７分ほど入れたあられの缶にふたをして置きます。最初は白い

煙が缶のふたの隙間から出てきますがこれは水蒸気です。次に黄色い煙が出てきます。

硫黄の化合物でこれが言いようもないほどくさいのです。２時間ほどしてくさい煙がお

さまりきってから缶を取り出して、ふたを開けるとくさくない炭ができていました。

名古屋の炭はこのようにして製造した屎尿汚泥化合物、大阪の炭はあわててまだ炉内

にくさい蒸気が充満している間に火を止めたため、この蒸気が炭に吸着してくさい炭に

なったもの、炭に吸着した臭い成分が肥料として効いたのだろう、ということが実感で

。 、 、 、きました そして この様な炭化炉や炭焼き釜を使った炭の作り方では くさくなくて

肥料として有効な炭は作れないことが判りました。と同時に、この一連の試行から、汚

泥を炒ることに気付いたのでした。屎尿汚泥の断片を炒って、表面を炭状にして、中心

部は元のままの状態とすれば、うんちの表面を炭が取り巻いたようなものが仕上がり、

臭いが減少するとともに肥料として有効なものになる、と考えられたからです。

さっそく、フライパンで屎尿汚泥の断片を炒ると、臭いは激減しました。中心部には

焦げていない部分が見られます。これを大量生産しようと思えば、たとえばあられを炒

るような機械を作れば簡単です。さっそく例の大物人物に報告すると彼は肥料入りの炭

として、植木市や直売所、近隣のホームセンターなどで販売を開始しました。

同時に、先に述べた名古屋や大阪の会社、あるいは当時行き来していた和歌山の金属

メーカー、神戸の鉄工会社などにも伝えたところ、彼らの管理している屎尿処理場の既

存の機器を活用して各所で肥料入りの炭の生産が始まりました。屎尿汚泥を乾燥すると

きの熱処理の時間を少し長くするだけでことたりたからです。この肥料は、有機肥料や

有機入り化成肥料に混合して広く利用されています。屎尿汚泥を堆肥化して利用するた

めには少なくとも20日から１か月の期間が必要ですが、この方法だとほんの数秒から数

分で製品が仕上がるという利点が大きかったからでした。

その後、ウサギやシカ、羊などのコロコロとしたうんちを炒れば、家庭園芸向きの肥

料入り炭が簡単に作れるだろうとの考えから、いろんな動物のうんちを探し回りました

が、動物たちが踏みつけてすぐに形状が崩れてしまう管理状況だったりして、販売には

至っておりません。

なお、炭を焼いた試行実験の際、炭は焼けたが炉の中に気化物が充満しているうちに

火を止めると、これが炭に吸着することを述べました。そこで、この点を積極的に利用

すると、炭焼きの最終時点で気化物を炉内に添加すればこれが炭に吸着され、特殊な炭

が仕上がるということになります。杉葉を入れてフィトンチットの香りのする炭、ハー

ブを入れてラベンダーやカモミールの香りのする炭、香料を入れてみて、付加価値の高

。 （ ）い炭を作られて特産品化を図っていただきたいものです 理事長 大江正温
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いろいろな植物を知るいろいろな植物を知るいろいろな植物を知るいろいろな植物を知る

公園というところは皆さんご存知のとおり、他の場所に比べるとみどりが多いところ

です。すなわち植物が多いところとも言え、植物のことを知るということは公園のこと

がわかるということにもなります。そこで、私といっしょにいろいろな植物について少

しだけ学んでみませんか。というわけで、今回は寺ヶ池公園にある植物について少しお

話させていただきます。

まず一番に紹介したいお薦めなのがハンカチノキです。ハンカチノキは中国南西部原

産の落葉高木で、中国では標高2000ｍの林内で自生しているそうです。別名をハトノキ

とも言います。おそらくは見た目が白鳩に似ていることからそう呼ばれるのでしょう。

欧米では、その姿が幽霊に見えることからゴーストツリーとも呼ばれるそうです。

ハンカチノキは名前のとおり４～５月頃に大きな白いハンカチをぶら下げたような花

をつけます。実は、これは花ではなく花を包む苞と呼ばれるもので、白花が包み込むよ
ほう

うにしている真ん中の部分が花ということになります。これと同じように苞が花に見え

るものには、最近すっかり庭木として使われるようになったハナミズキやヤマボウシな

どが有ります。春に咲く赤色、ピンク色、白色の花を見てきれいと感じていたものは実

は苞だったということです。12月のクリスマスシーズンに多く見られる真っ赤なポイン

セチアも同じです。

ここ寺ヶ池公園のハンカチノキは、一度根元付近で折れてしまっているため、本来で

すと高さ15～20ｍになる木が、折れた部分から枝が株立ち状に伸び、せいぜい高さ３ｍ

程度の木になっています。植えられて長い間咲くことがなかったのですが、ここ近年咲

くようになりました。一般的には植えてから10～15年経たないと花をつけないと言われ

ているので、最近になって花をつけだしたのも何となく納得がいきます。徐々に植木屋

さんなどで売られるようになって普及しつつありますが、まだまだ花の咲いているハン

カチノキが見られるのは珍しいと思われるので、寺ヶ池公園に来られた場合は、事務所

のすぐ横に植わってあるので、一度御覧いただければと思います。

（公園緑化協会 内本博樹）
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桜の木の枝を切ってはいけないと言われていますが・・・ その２）桜の木の枝を切ってはいけないと言われていますが・・・ その２）桜の木の枝を切ってはいけないと言われていますが・・・ その２）桜の木の枝を切ってはいけないと言われていますが・・・ その２）（（（（

（続き）

このような事態にならないためには、桜の木を十分に広い場所に植えておく必要があ

ります。付近に通路や建物の無い十分に広い場所なら桜の木がどれだけ枝を伸ばしても

前述のような弊害にはなりませんし、大きい枝を無理に切らざるを得ないような事態に

もなりません。大きくなった桜の木を掘り上げて広い場所に植え直すことは大変ですか

ら、桜の苗木を植える当初に十分に広い場所に植えておく必要があります。

これは当たり前のことと思われるかもしれませんが、桜の苗木を植える時にはなかな

か思い至らないことです。桜の苗木を植える時には、その苗木の大きさを見て、それが

ちょうど納まる広さの場所に植えてしまいがちです。例えば、小さい苗木を植える時に

は、通路や建物から1.5～2.0メートルほど離れた位置であれば植え付けに適した場所の

ように思えます。そして、実際にそのような場所に桜の苗木を植えてみると、その場所

にきれいに納まっているように見えます。ところが、そのように見えるのは桜の木が小

さいときだけで、ある程度の年数が経って桜の木が大きくなってくると、1.5～2.0メー

トル離れた通路や建物に枝が達して前述のような弊害を及ぼすことになります。このよ

うな弊害が生じれば、この場所が桜の苗木にとって十分な広さであっても、大きくなっ

た桜の木にとっては不十分な広さであることに気付きます。このような事態にならない

ためには、あらかじめ、その桜の苗木が大きくなった状態を予想して、それに見合った

広さの場所に植えるべきでした。大きくなった桜の木とその弊害を見れば誰にでもわか

ることかもしれませんが、桜の苗木を植える時に小さい苗木を見ているだけではなかな

か思い至らないものです。

十分に広い場所を確保できない場合は、まだ枝が小さいうちに適度に枝を整理するこ

とによって、前述のような弊害をある程度は抑えることができます。まず、小枝の付い

ている位置とその小枝の向きを見て、その小枝が将来にどのように大きくなってゆくの

かを予想します。例えば、通路に近い場所にある桜の木の場合、その桜の木の低い位置

に付いている小枝が通路側へ向かって伸び出していれば、その小枝はゆくゆくはその通

路に張り出して通行の妨げになることが予想されます。弊害が予想される場合は、その

小枝が大きくなる前に切り取っておき、将来のその小枝の張り出しによる弊害を未然に

防止します。部分的に小枝を切る程度であれば、切り口の腐れやダメージについて特に

心配する必要はありません。

、 、 、以上のような方法は あらかじめ十分なスペースを確保することによって あるいは

大きくなる前の小枝を適切に切っておくことによって前述のような弊害の発生を未然に

防止し、大きい枝をバッサリ切る事態をできるだけ避けようとするものです。桜の木の

大きい枝をバッサリ切ってしまえば桜の木を傷めてしまうことにもなりますから、この

ような事態を避けることは桜の木の健康にとって大切なことです。

桜の木の枝を切ってはいけないと言われていますが、場合によっては、枝を切らずに

放置することで前述のような弊害が発生したり、大きい枝を無理に切らざるを得ない状

況になるなど、かえって良くない結果を招くことがあります。逆に、適切に小枝を切っ

ておくことでこのような事態をできるだけ避け、桜の木のより良い成長を促すことがで

。 （ ）きます 公園緑化協会 黒川正健



- 6 -

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

みなさんこんにちわ （財）河内長野市公園緑化協会の上野です。、

今年は７月上旬になっても、肌寒い日があって今年は夏が来ないのかもと少し喜んで

いたんですが、やっぱり来ました。

毎日、毎日暑いです。現場を回っているだけで、こんなに暑いんですから、現場で作

業している人達は本当に大変だなとつくづく感心させられております。

また、昨年に引き続き関西電力からの夏期の節電要請に伴い寺ヶ池公園の夜間ライト

アップが中止になりました。また一日３回行っていました噴水も１回にし節電に協力し

ているところです。各家庭のみなさんも節電努力をされているところだと思います。

さて、今回の公園探求は、公園内に植栽してあります樹木の緑陰について、書いて
りょくいん

みたいと思います。

昼間は、暑くてどうしても家の中でクーラーを付けて過ごしていると思いますが、一

度公園で、それも木陰のベンチに腰を下ろし、すーっと吹く風を感じていただきたいも

のです。決してクーラーの風のように冷風ではありませんが、ギラギラ照りつける太陽

から逃れて、ほっと一息つける空間がそこに存在します。なかなか風流な感じがして私

は結構その空間を好んでいます。

しかし、河内長野市の公園で緑陰を探してみても、公園の数の割には緑陰が少ないの

が現状です。10数年前、私がこの仕事について間もなく、ある私の知り合いが言ったん

ですが、その人は営業のお仕事をされており、住宅街を回るんで、休憩はもっぱら公園

でするそうです。その人が 「河内長野の、

公園は木陰がないから、休憩しづらい」

と言われました。それから、泉北ニュー

。タウンなど近隣の公園を見にいきました

かなりの確率で緑陰があるのです。住宅

街の中にある小さな公園にまで緑陰があ

るのです。正直、衝撃を受けました。こ

んな小さい公園では、冬の落ち葉などで

近隣にご迷惑をかける可能性があるんじ

ゃないか。陽当たりが悪くなり、地域か

ら苦情があるんでは、といろいろ推察し

ました。そして、ご近所の方に聞いたんですが、やはりご近所の方はお怒りでした。も

ちろん私もそうだろうなと思いました。どちらが正しいなんて、私が答えを出すつもり

はありません。ただ、わかったことは公園には緑陰が必要で、でもそのことで迷惑を被

る人が存在するということです。本協会では数年前から、緑陰を形成出来る樹木の植栽

とベンチの整備を行っています。もちろん、植栽場所の選定には、将来、その木が成長

しても付近住民の方にはご迷惑にならない場所に植樹をしております。これらの樹木が

やがて大木となり、その下のベンチで市民の方が涼をとる風景を思い描いております。

今は、どこを見てもエコ・エコと言われていますが、これもエコだと思います。

最後に本市の公園に緑陰がないのではありません。一度近所の公園に出かけてみて緑

（ ）陰を探して涼をとってみてはいかがですか？ 公園緑化協会 管理室 上野匠
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活動レポート活動レポート活動レポート活動レポート
■植木市

毎年の恒例行事となりました植木市を

去る4月14日(土)、15日(日)に寺ヶ池公園

で開催しました。平成11年に始めてから

早くも今年で14回目を迎えることができ

月日が経過するのが早いことを思いしら

されます。そして、この植木市に来てい

ただいて、花苗や植木を買ってそれを植

えていただいたことを考えると、このイ

ベントの開催で緑化が進められ、みどり

のまちづくりが一歩前進しているのだと

実感させられます。たくさんの方にお越しいただいたことを感謝します。

■講習会「山野草（フウラン・セッコク）の育て方」

去る4月20日(金)に寺ヶ池公園管理事務

所で春の園芸講習会を開催しました。講師

は、春と秋の年２回開催する山野草展でご

協力いただいています河内長野山草会の林

勝先生にお願いし、主に山野草のうちフウ

ラン・セッコクの育て方についてご講義し

ていただきました。

参加された方の中には山野草に関して全

くの初心者の方もいらっしゃったようです

が、中には栽培経験者もいて、講義終了後

の質疑応答ではむずかしい質問も出され、中身の濃い充実した講習会となりました。

■講習会「低木の刈り込み方」

去る6月23日(土)には寺ヶ池公園管理事

務所にて植木の手入れ講習会を開催しま

した。いつもながら植木に手入れに関す

る講習会は、参加希望者が多いため往復

葉書での申込のうえ抽選となりました。

この講習会は、身近な庭木の手入れの仕

方について植木専門の講師をお招きして

その方法等についてわかりやすく解説し

ていただくものです。今回は、主に泉南

地域でご活躍されている樹木医の高木正

彦先生にお願いして、この時期に行える低木の刈り込み方についてご講義いただきまし
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た。樹木剪定の基本的な方法の解説のあと、実際に公園に出て、先生に刈り込み方の実

演をしていただき、参加者にも刈り込みバサミを使っての実習もしてもらいました。さ

らに、参加者からは庭木に関する素朴な疑問なども出るなどして、先生が的確にお答え

。 （ ）されていました 公園緑化協会 内本博樹

編集後記編集後記編集後記編集後記

梅雨も当分続きそうで、九州では大雨による被害が広がりそうな気配である。それに

つけても、先日の久々の６月に上陸した台風といい、当河内長野市は大きな自然災害の

無い、こと自然環境（立地という方が適当かも）については、本当に恵まれた都市と言

えよう。自然災害による被害報道に接する度にその有難さを実感している次第である。

昨年に引き続き、今夏も寺ケ池公園の夜のライトアップを中止しますが、電力不足に

よる節電も、ことの良否は別にして、大飯原発の再稼働により、その対策に切迫感が薄

、 、 、れてしまうのはいたしかたないとしても 将来を見通した電力需給の在り方も 今後は

太陽光や風力などの自然エネルギーを中心としたものにシフトしていく施策を本格的に

打ち出す時期に来ているのではと、誰もが考えているのではと思います。

、 、 、さて 当協会が 指定管理者として維持管理しています地域の中に在る公園・緑地は

地域における公共空間を構成する地域の財産として、自治会を中心とした地域活動の場

としての活用が期待されており、今でも、自治会主催の夏祭りや老人クラブなどのグラ

ンドゴルフ等の軽スポーツを中心とした健康づくり活動の場として日常的に活用され、

地域になくてはならない空間となっています。

又、今も防災倉庫の整備が主要な公園内でも進められていますが、今後益々地域の防

災拠点としての役割を担う空間としての共通認識を広め 「災害は忘れたころにやって、

くる 」ことを忘れずに危機管理の徹底を図る必要があります。。

、 、 「 」最近では 地域の身近な公共空間の活用事例として 高齢化による 買い物難民対策

として、保冷機能を持つ移動物販車を定期的に公園に乗り入れるような新たな活用も模

索されており、地域の問題を最も把握されている自治会などが中心となって、公園機能

を損なわない範囲の中で、おおいに利用していってもらいたいものである。

当協会も、行政と住民との中間に位置する組織として協働の一翼を担えるように努力

。 （ ）していきたいと思っています 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）


