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 8月 22 日から 24日までの三日間、京都大学のサステイナブルキャンパス化を目指す学

生らで四国研修に行ってまいりました。主に廃棄物関連の研修を目的に、施設や地域を見

学させていただきました。研修先での学びだけではなく、浅利研究室のゼミ発表と深夜に

及ぶ議論や地元関係者との食事での意見交換など、豊かな学びと交流が得られる研修旅行

となりました。お世話になった皆様及び寄付金として資金支援頂いているヒューリック㈱

様に改めて御礼申し上げます。 

今回は、全体まとめ（日本語・英語）、見学先のバイオマス資源化センターみとよ・豊

島・上勝町、プラスチック関連の話題について、参加学生がレポートにまとめましたの

で、ここに報告させていただきます。 

全体まとめ 京都大学農学部／エコ～るど京大 西本早希、駒ヶ嶺光 

 

 

 

◆8/22～8/24 四国研修全体概要 

西本早希（農学部資源生物科学科 2 回生） 

 

8月 22日から 8月 24日の 3日間、四国研修として香川県、徳島県を訪れた。この四国研

修にはエコ～るど京大メンバーや浅利研究室の学生が参加した。廃棄物に関わる研修先を

訪問し、廃棄物に関する様々な関わり方を学ぶことが目的である。また、各訪問先では廃棄

物に関することだけではなく、大都市とは違った地域特有の課題や工夫をまなぶことがで

きた。3日間の行程は以下である。 

1日目：香川県三豊市にある廃棄物処理場「バイオマス資源化センターみとよ」を訪問。

トンネルコンポスト方式による燃やせるごみの固形燃料原料化のしくみを学ぶ。 

2 日目：史上最悪の廃棄物投棄事件の現場となった香川県の豊島を訪問。現地の方の案

内を聞きながら産業廃棄物が不法投棄されていた現場を視察し、事件の経緯や今

後の向き合い方について学ぶ。その後、徳島県上勝町に移動し、山で日本料理を

彩る“つまもの”を生産する「葉っぱビジネス」について学ぶ。 

3日目：葉っぱビジネスの研修を行う彩山を視察。その後、ゼロ・ウェイストアカデミー

で活動し、浅利研究室の学生でもある坂野晶さんから上勝町でのゼロ・ウェイス

トの取り組みについて説明を受け、上勝町日比ヶ谷ごみステーションを視察。焼

却ごみをへらすための工夫や努力を学ぶ。 

 また、1日目、2日目の夜は、ホテルにて浅利研究室の学生によるゼミ発表を行い、バス

での移動中にはミーティングも行った。社会人の方々も参加し様々な意見を頂き、大変有意



義な時間となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さらに、研修中はなるべくごみを出さないための工夫に参加者全員で取り組んだ。具体的

にはマイバッグ・マイボトル・マイ箸・マイアメニティの持参、食事先での使い捨ておしぼ

りの使用辞退、研修中に出たごみの分別回収などである。この研修を通してごみ削減の行動

が身につき始めた参加者も多くみられ、よい取り組みとなったと感じている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最後に、たくさんの方々の協力のおかげでたいへん充実した研修となった。この場をおか

りして、お世話になった関係者の方々や出会った方々にお礼申し上げたい。 

 

 

 

◆Shikoku Eco Study Trip 

Isaac Omondi  

(Graduate School of Global Environmental Studies・M2) 

 

The Shikoku eco study trip was a 3 day trip to Teshima Island, Shikoku and Kamikatsu areas. The 

observation points were municipal waste treatment at Mitoyo Recycle Waste Treatment facilities; 

Environmental rehabilitation of illegally dumped industrial waste in Teshima Island and community 

oriented efforts in waste management and agriculture in Kamikastu. The field trip involved Kyoto 

ホテルでのゼミのようす バス車内でのミーティングのようす 

飲食店にておしぼり、割り箸を返却するようす 



University students mainly from Ecole-de-Kyodai club and Environmental Education Laboratory. 

There were also personnel from private companies. The trip also had additional interesting events such 

as observing eco behavior (my bottle, my ohashi), using ferry to connect to Islands, eating local foods 

and drinks, seminar presentations by students and driving through the Great Seto Ohashi Bridge. 

The first study location was Mitoyo Recycle 

Waste Treatment facilities that runs as a recycle facility 

for treating mixed/burnable waste and latter using the 

residue to produce refuse plastic and paper fuel (RPF). 

The application of the Eco master composting 

technology that include use of biofilter to clean odor 

coming from the chambers help reduce reliance on 

incineration and landfilling of waste.   

Fig 1. Participants listening to lecture 

at Mitoyo Recycle Waste Treatment facilities  

This waste treatment option cuts up to 50% of the waste by volume which is primarily moisture 

and the resultant residue used to produce fuel thus reducing overreliance on fossil fuels for energy 

production. The field continued by enjoying beautiful land sceneries especially in the ocean. 

Participants opted to enjoy while inside the ferry while others on the roof of the ferry. Within the ride 

there were engagements on various discussions. 

 At the next study sight in Teshima Island, the study group learnt about community driven efforts 

to rehabilitate the environment after a company dumped industrial waste in the area. The community 

engaged in raising awareness in the island and other 

prefectures in Japan, raised money for the treatment 

and litigation processes and acquired the land after 

successfully winning court against the polluter. 

Teshima Island has had various social vices but the 

community has successfully managed to revamp itself 

to an outstanding reputation such as being known as 

island of milk and island of welfare.    

Fig 2. Participants learning  

about pollution history in Teshima Museum  

Finally, the trip proceeded to Kamikatsu Village. In the first session, participants learnt about 

leaf businesses and how it is helping with community revitalization. As with most villages in 

Japan, the ageing population has been increasing in Kamikastsu as well. Due to complexities with 

other agricultural activities, the leaf business has helped the aging population generate some 

income for their livelihoods. Subsequently, the participants also visited the Zero Waste Academy 



and the Hibigatani Waste Collection Centre that facilitates the Kamikastu Zero waste program. 

Kamikastu is a leading community in zero waste efforts and the community has been guided to 

segregating up to 45 waste categories. Additionally, the municipality aims at eliminating 

incineration and landfilling by 2020. Other waste management support run at the center include 

a reuse center, remake(upcycle) center, reuse activities for table ware and accreditation for other 

organization.  

 

 

 

◆8 月 22 日／バイオマス資源化センターみとよ見学 

武田裕希子（地球環境学舎 M1） 

 

香川県三豊市で 2017年(平成 29年)4月から稼働している、燃やせるごみを発酵・乾燥さ

せて「固形燃料」の原料としてリサイクルする「バイオマス資源化センターみとよ」を見

学させていただきました(写真 1.)。 

実際に工場の中を見せていただきながら、運び込ま

れたごみが固形燃料になるまでの一連のプロセスを

ご紹介いただき、微生物の力で燃えるごみをエネル

ギーに変える「トンネルコンポスト方式」について丁

寧に解説していただきました。 

トンネルコンポストは、高さ 5m×幅 6m×奥行 30～

35mのコンクリートの密閉発酵槽で、好気的な環境を

システムが自動制御することにより、効率的・確実に

微生物による発酵処理を行うものです。これは特殊

な微生物を添加するのではなく、もともと存在して

  

Fig 3: Hibigatani Waste Collection Centre    Fig 4. Cloth designs from remake center 

写真 1. センター概観 



いる微生物の働きを活発にさせるものです。更に、17

日間発酵・乾燥させたコンポストの一部を再び次の

サイクルのごみに添加することで繰り返しその微生

物を利用し続けることができます。密閉構造のバイ

オトンネルでは微生物の活性によって廃棄物等が

70℃にまで温度上昇しています。そこへ循環水のシ

ャワーが浴びせられ、臭気も合わせて水蒸気ととも

に揮発させられ、この排気はパイプを通って屋外の

「バイオフィルター」へ運ばれます。「バイオフィル

ター」はスギのチップが厚さ 2mも敷き詰められたも

のです(写真 4)。この木質チップのフィルターを排気

は下から上へと通り抜けます。この時、チップが臭い

や水蒸気を吸着してくれるため、排気は異臭を持ち

ません。この施設はこのようにして排水・排気を一切

出さないことがコンセプトとして評価され、導入に

至ったということでした。 

その後会議室にて 30 分以上に渡り質疑応答の時間

を頂きました。この工場で生成された固形燃料は、㈱

エコマスターの親会社である製紙工場でエネルギー

源として利用されていることや、この工法が全国に

広がるための課題として、「生成された固形燃料の使

用先が見出せるかどうか」「規模拡大に比例する必要

面積の確保」ということを伺い、中小規模を対象とし

て今後全国へ広まっていくことが期待されるトンネ

ルコンポスト方式について議論を交わしました。 

 

※参考 URL（株式会社エコマスター）：https://biotunnel.net/ 

 

 

 

◆豊島産廃不法投棄の現場から学ぶ 

黄蔚軒（地球環境学舎・M1） 

 

四国研修の二日目は綺麗な瀬戸内海に位置する、人口約 800 人の島―豊島に行きました。

ここは、酪農で栄えたことがあり「ミルクの島」と呼ばれ、戦後は優れた福祉施設ができた

ことから「福祉の島」としても知られています。しかし、この自然豊かな島は、別の負の歴

写真 2. 受入・作業建屋 

写真 3. 固形燃料 

写真 4. バイオフィルター 

https://biotunnel.net/


史でも広く知れ渡っています。それが、1970 年代から始まった産業廃棄物の不法投棄によ

って、史上最悪の不法投棄事件とも言われている「豊島事件」です。 

1978 年から、「豊島総合観光開発株式会社（以下、

豊島観光）」が操業開始と同時に処分業許可外の多

種多様な廃棄物を不法に運搬し、悪臭・騒音・野

焼きを行いました。産業廃棄物の処理は排出者に

責任がありますが、一般的には、排出者が自分で

処理をするのは極めて困難なことなので、処理業

者に委託し、排出者としての義務を果たすことに

なります。当時、豊島観光は 1 トン 1700 円という

格安な値段で廃棄物処理を請け負ったため、12 年

間で数 10 万トン（普通の事業者の処理能力の 30

～100 年分）の不法廃棄物が集まったと考えられ

ます。そして、排出された煤煙、煤塵などが島の環

境を著しく汚染し、喘息やがんなどの罹患を引き

起こして住民を苦しめ、死亡に至ったケースもあ

りました。 

有害産廃物の計画が明らかにされた当初から、住

民は激しい反対運動を展開しましたが、当時

の香川県知事は、産廃事業者を擁護する立場

をとり、「豊島は、海は青く空気はきれいだが

住民の心は灰色だ」と発言をし、事業者に対して廃棄処理業の許可を出しました。また、後

から発覚したことですが、香川県が豊島観光に、有害な廃棄物を有価物として取引するよう

な助言をしたことが判明しています。その後の約 10 年もの間、住民は血のにじむような苦

闘をつづけていました。そして、7000 回を超える抗議活動の結果、2000 年に県と住民の間

で公害調停が合意され、香川県知事が初めて謝罪するに至りました。 

豊島事件のような惨事を繰り返さないように、日々増えつづける廃棄物の処分に関して行

政の役割は大きくなっていくと思います。そして、我々は直接に行政に関わってないとして

も、廃棄物を排出している時点から、間接的に加害者になっている可能性が大いにありうる

ので、他人事と考えない習慣が重要です。今回の見学で、豊島事件の凄惨な歴史だけでなく、

住民の苦闘や思いなどを知ることができました。今後も廃棄物に対する意識を高めながら、

常に自分が環境のためにできることを考えていきたいと思います。 

 

 

 

図 1 産廃を掘り出した後の地面 

、広さ約 6000𝑚2 

図 2 ガイドの石井さんが豊島事件

の全貌を詳しく話してくれています 



◆上勝町見学 

後鳥友里（農学部地域環境工学科 2 回生） 

 

1. いろどり 

研修 2日目の 8月 23日には、徳島県勝浦郡上勝町を訪問しいろどり事業についてお話を

伺いました。いろどりとは、町で栽培した葉っぱや花を、日本料理を美しく彩るつまものと

して販売する事業のことです。上勝町は、徳島市中心から車で 1時間ほどのところに位置し

ており少子高齢化が深刻に進む町です。町の人口がどんどん減少していく中、大寒波に襲わ

れ町のほとんどのみかんの木が枯死してしまうということがありました。そこでこの危機

を乗り越え、住民の活気を取り戻そうと当時 JA職員だった横石さんが考えついたのが、こ

のビジネスでした。現在では上勝町全 800 世帯のうち 200 世帯がこの事業に関わっている

そうです。そのうち多くは高齢の方々ですが、商品が軽量で作業もしやすく、またネットワ

ークを使いこなすことで市場情報も手に入れることが出来ます。山や緑に囲まれていると

いう、町に元からある魅力や人々を最大限に生かしている取り組みだと感じました。現在は

インターンシップ事業も行っているそうで、このビジネスが持続可能になるよう後継者、移

住者を望んでいるとのことでした。 

2. ゼロ・ウェイスト 

研修 3日目の 8月 24日には、ゼロ・ウェイストアカデミーの坂野さんから上勝町のごみ

政策についてのお話を伺いました。上勝町は以下のようなごみゼロ（ゼロ・ウェイスト）宣

言を日本で初めて出されています。 

 

 

 

 

 

上勝町ではかつて野焼きによるごみ処理が行われていましたが、現在はこの宣言通り焼却・

埋め立てごみの削減に取り組んでいます。家庭用電動式生ごみ処理機の購入補助とコンポ

ストにより生ごみは全て各家庭で堆肥化し、それ以外は、町内に一カ所のごみステーション

1． 地球を汚さない人づくりに努めます！ 

2． ごみの再利用・再資源化を進め、2020 年までに 

焼却・埋め立て処分をなくす最善の努力をします！ 

3．地球環境をよくするため世界中に多くの仲間をつくります！ 



に各自で持ち込み、13品目 45種に分別します。 

町ではリユースにも力を入れており、まだ使えるが不要になった物は「くるくるショップ」

に持ち込みが可能です。ここでは毎年約 80～90％程度の物が持ち帰られているそうです。

また、「くるくる工房」では、不要になった衣類や鯉のぼりを使って町内外 20名ほどの作家

さんがリメイク商品を製作し販売しています。ティッシュ入れやコースターなど、素敵な作

品がたくさんありました。 

 

印象的だったのは、「ちりつもポイント」という取り組みです。対象の紙資源等を持ち込む

とポイントが与えられ、貯めたポイントに応じてトイレットペーパーや商品券などの品と

交換できます。この仕組みにより町民は楽しみながら分別に協力できるし、自分に還元され

る物があることにより細かい取り組みへの意欲にもつながると思いました。今後は、この体

制を引き継ぐ人材の育成や宣言にある 2020年のその先を考えていく必要があるとお話しに

なっていました。このゼロ・ウェイストの意識を自分もより生活の中で発揮すると共に周り

にも発信できるよう動いていきたいと思いました。 

 

 

 

◆四国ツアー：プラスチックごみについて 

◆李チン（地球環境学舎・M1） 

 

 

今回四国ツアーは、バイオマス資源化センターなどの施設を見学すると共に、不法投棄現

場を訪れてきた。ここでは、いくつの訪問先の中でプラごみに関して特に印象に残ったとこ

ろを紹介させていただきたい。 

 

1. 上勝町：プラ製品の分別と再利用 



ゼロ・ウェイストの上勝町では、徹底的なごみ分

別が特徴であると知られているが、リサイクルに限

らず町内における資源の活用も非常に進んでいる。

フリーマーケットである「くるくるショップ」で、

さまざまなプラスチック製品が陳列されていたの

に加え、NPO ゼロ・ウェイストアカデミーの運営す

る工房では鯉のぼりなどを服に生まれ変わらせて

いる。鯉のぼりはナイロンかポリエステルで作られ

ているので、最大限のアップサイクルにより、プラ

スチックごみの排出を削減出来る。 

また、上勝町で夕食をとった場所で、給茶スポッ

トも見つけた。上勝町では、事業系ごみと家庭ごみ

の廃棄方法は基本的に同じく、回収場所に持ち込ま

なければならない。その為、飲食店、ホテルといっ

た事業者も使い捨てペットボトル等の削減に取り組んでおり、ゼロ・ウェイストの目標を達

成するために，コツコツ努力している。 

 

2. 瀬戸内国際芸術展期間の無料ごみ袋の提供 

個人的に一番印象に残ったのは、瀬戸内海国際芸術展にエコステーションが設置されて

いたことである。図 4のポスターがいくつの島で何度も発見された： 観光客が排出したご

みを無料のごみ袋に入れ、指定された収集所に引き渡す仕組みであった。 この仕組みは観

光客に、ごみの一時的な保存方法を提供しただけでなく、このようなごみ袋を無料で入手で

きるので、観光客は特にごみ入れのビニール袋がいらなくなり、レジ袋の需要も減らすこと

ができるかもしれない。また、エコステーションまで持ち運ぶことが必要であることによっ

て、荷物の負担を軽減するために、ごみの排出を抑制する観光客も大勢いらっしゃると思う。 

 

図 1.鯉の

ぼりを服

に！ 

図 2.給茶

スポット 

図 3.観光客専用無料ごみ袋 図 4.観光客専用無料ごみ袋のポスター 



3. 私たちの旅行中の取り組み 

このツアーでは、我々も徹底的なごみ分別とごみ減量の取り組みを実施した。まず、（プ

ラスチック）ごみの発生量を最小限に抑えるために、参加者全員が自分のバッグを利用した

たり、先生から何度も使用できるビニール袋をもらったりした。 また、ほとんどの参加者

がマイボトルを持参していた。また、筆者の観察によると、おしぼりとウェットティッシュ

の辞退率も約 100％だった。印象的だったのは、おにぎりのラベルシール（紙製の場合）も

ちゃんと剥がし、プラスチック包装を区別すべきと先生がおっしゃったことだった。このよ

うなリマインダーは非常に重要だと思うので、私も今から日常生活の中でもっとごみの処

分や分別には細心の注意を払っていきたいと思っている。 

 


