
平成３０年５月３０日

楽しい株式会社

食品リサイクル事例紹介

平成30年度 川崎市事業系一般廃棄物の
減量化･資源化推進説明会

「食品廃棄物の堆肥化について（生ごみのリサイクル）」
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本日のご紹介

１．会社概要

２．背景： 関係法令等

３．メリーズシステム食品廃棄物地域循環圏

４．食品リサイクル事例紹介

１）市場を拠点としたリサイクル

２） ショッピングモールでのリサイクル

３） 学校でのリサイクル

４） 食品センター、加工工場でのリサイクル

５） 官民一体となった地域循環圏

５．ループ形成の課題

６．廃棄物減量化・資源化推進サポート



会社名 楽しい株式会社

所在地

本社 福岡県北九州市若松区向洋町１０番１ 北九州エコタウン内
TEL 093-752-5300
FAX 093-752-5303
http://www.fun-c.jp/

グループ会社 株式会社メリーズ・ジャパン

所在地

千葉県松戸市松飛台４０４番地１ ㈱駒井ハルテックテクニカルセンター内
TEL 047-386-5600
FAX 047-387-0228
http://www.merrys-j.jp/

事業内容

食べものから食べものをつくる

食のリサイクルループをデザインする会社

食のリサイクルインフラの構築・運営

平成27年度 農水省・経産省中小企業新事業活動促進法認定

「民設民営（PFI）方式地方自治体向け食品廃棄物地域循環圏形成サービス事業」

平成27年度 環境省 エコタウン等における資源循環社会と共生した低炭素地域づくり事業

「北九州市と近郊地域における食品廃棄物地域循環圏形成事業化計画策定事業」

平成29年度 環境省 低炭素型廃棄物処理支援事業（地域循環圏）

「北九州市中央卸売市場における最適な青果物残渣地域循環圏構築事業化計画策定事業」

平成29年度 ＪＩＣＡ 中小企業海外展開支援事業 案件化調査

「マレーシア国 食品系廃棄物の堆肥化およびリサイクルループの構築に係る案件化調査」 2

１．会社概要



＜食料需給の現状＞※平成２８年度 食料需給表

食料自給率・・・・・・・・・・３９％

飼料自給率・・・・・・・・・・２８％

＜食品廃棄物の現状＞※食品廃棄物等の利用状況等（平成２７年度推計）

食品廃棄物・・・・・・・・・・２，８４２万トン／年

内、食品ロス・・・・・・・・・６４６万トン／年

事業系食品廃棄物・・・・・・ ８００万トン

有価物・・・・・・・・・・・・・・１，０１３万トン 合計１，８１３万トン／年

リサイクル率・・・・・・・８１％

家庭系食品廃棄物・・・・・・ ８３２万トン／年

リサイクル率・・・・・・・ ７％

２.背景 関係法令等
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⑴ 農林水産省 食品リサイクル法の食品循環資源の再生
利用等の促進に関する基本方針

自治体は、地域の実情に応じて取組が推進されるよう、市町村の定める一般廃棄物
処理計画において適切に位置づけられるよう促進。
定期報告について都道府県に提出を求め、集計した情報を都道府県別に共有する。
リサイクルループ形成推進。

学校給食等に係る再生利用や食育・環境教育の取組の推進。
地域活性化やバイオマス利活用、食品自給率・飼料自給率の向上、有機農業の推進、
環境教育・食育の推進などにも同時に資するもの。

官民一体となった地域循環圏構築促進が必要

⑵ 環境省 地域循環圏形成推進ガイドライン

＜都市・近郊地域循環圏＞

都市近郊エリアの農業地域と連携して、都市で排出される食品廃棄物を堆肥化システ

ムを活用しながら、得られた農産物が付加価値の付与された農産物として都市地域に
還元される仕組みを構築。

２.背景 関係法令等
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食品リサイクル法の改正

＜業種別目標＞

＜基準実施率（個別企業の目標値）＞

２．背景 関係法令等

業種 平成24年度
達成率

平成31年度
目標

食品製造業 95% 95%
食品卸売業 58% 70%
食品小売業 45% 55%
外食産業 24% 50%
全体 85% ー

前年度の基準実施率区分 増加ポイント

20%以上50%未満 2%
50%以上80%未満 1%

80%以上 維持向上
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都 市

都市部各種の
循環資源

食品
廃棄物

食品
廃棄物

循環拠点
堆肥化システム

近郊農村地域 近郊農村地域

農作物
農作物

堆肥 堆肥

農作物
農作物

食品廃棄物

環境省「地域循環圏形成推進ガイドライン」より抜粋

２．背景 関係法令等

都市・近郊地域循環圏のイメージ図
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２．背景 関係法令等

世界が約束したSDGs ※食品ロス対策
（2030年までに世界全体の一人当たりの食品廃棄物を半減）



川崎市一般廃棄物処理基本計画

◎川崎市一般廃棄物処理基本計画
《基本理念》 「地球環境にやさしい持続可能なまちの実現をめざして」

《川崎市におけるごみ処理経費》

①収集運搬経費：約１４円/㎏（推定値)

②焼却処理手数料：１５円/㎏（H.P.)

２．背景 関係法令等
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《目標》 （目標達成年度平成37年度）

①1人/日当たりの排出量を10％削減

（平成２６年度998ｇ→平成３７年度898ｇ）

②ごみ焼却量を４万トン削減

（家庭系ごみ2万トン削減、事業系ごみ２万トン削減）

◎第２期行動計画（2018年度～2021年度 ４年間）
《主な重点施策》

・ごみ排出ルールの周知徹底

・事業系資源物のリサイクルルートの拡充

・３きり運動の推進

・生ごみの減量化・リサイクルに係る取組の推進

・食品ロス対策等の推進

《基本方針》 ・社会状況の変化等に的確に対応し、限りなくごみをつくらない社会を実現します

・市民・事業者・行政の協働により“エコ暮らし”を実践し、さらに３Ｒを推進します

・安心して健康に暮らせる快適な生活環境を守ります
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メ リ ー ズ シ ス テ ム

全国約５6０自治体･事業所にて採用

年間 60,000トンの食品廃棄物の

減量と再生利用

平成19・20年 経済産業省 グリーン・サービサイジング事業
平成２８年 北九州エコプレミアム いち押しエコサービス認定

北九州エコプレミアム

北九州エコプレミアム

３．メリーズシステム食品廃棄物地域内循環圏（オンサイトサービス）

㈱メリーズ・ジャパン、楽しい㈱
リサイクルセンター７ヵ所

（北九州･君津･松戸･守谷･長浜･京都・神戸）

脱塩分・脱油脂
２次・３次発酵完熟堆肥



３．メリーズシステム関東における食品廃棄物地域内循環圏

守谷ＲＣセンター

君津ＲＣセンター

伊豆ＲＣセンター

・・・稼動中ＲＣセンター

・・・計画中ＲＣセンター 宇都宮ＲＣセンター

平成３０年秋稼働予定
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平成３１年春稼働予定

松戸ＲＣセンター

守谷ＲＣ

君津ＲＣ

松戸ＲＣ



既存事業

既存事業

既存事業
北九州市中央卸売市場
場内、場外の野菜残渣

若松区
契約農家
２０軒

ぶどうの樹
生産者農家
３５軒

破砕

農事生産法人
内日三町生産組合

１５軒

知的障がい者
授産施設
芋生産

１次発酵減量化
FS1000×3台

地元いちばん
明月五良
焼酎製造

1日最大4.5t処理(1300ｔ/年)

平成27年度 環境省 エコタウン等における資源循環社会と共生した低炭素地域づくり事業

北九州市小中学校
食品残渣(28年度以降)

2次発酵
フレコンバック

３次発酵

北九州市内
民間病院・民間事業所

2.0ｔ/日(540ｔ/年)

49校分
0.5ｔ/日(100ｔ/年)

130ｔ/年(減容率90％)

堆肥

1日1台1.5t処理

5事業程度
1.85ｔ/日(606ｔ/年)

生ごみ処理機設置の
市内事業所
市外事業所
（直方市教育委員会様）

生ごみ

1次発酵物

2次3次発酵
フレコンバック

堆肥

北九州市立病院

0.15ｔ/日(54ｔ/年)

北九州市環境局と連携し、「食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針」や
「環境省地域循環圏形成推進ガイドライン」の内容を踏まえた地域循環圏形成

３．北九州エコタウンにおける食品廃棄物地域内循環圏
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北九州市役所

生ごみが堆肥の
原料になります

★リサイクル堆肥を入れた水田で
減農薬米を栽培
★山からの水で栽培している棚田
でミネラルが豊富
★標高150～200ｍの山間地の盆
地で寒暖の差があるため旨みの
あるお米ができます

使用済み竹割り箸は
福祉施設で竹炭へリサイクル

北九州エコタウン食品廃棄地域循環圏リサイクルセンター

農事組合法人内日三町生産組合

パッカー車で回収

北九州市役所

市役所内食堂

リサイクル竹炭堆肥
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３．公共施設における食品廃棄物地域内循環圏



４．食品リサイクル事例紹介

＜市場内＞

●●●青果

●●青果

●●物産
3.5ｔ/日
自社処理

●●会社

●●青果

●●青果

●●物産

●●青果
2t/日
自社処理

●●青果

●●青果
１ｔ/日
自社処理

●●青果
0.5ｔ/日
自社処理

●●会社
2ｔ/日
運搬

●●青果
0.3t/日
運搬

北九州エコタウン
リサイクルセンター

1次発酵

2次発酵

3次発酵

堆肥完成

農地へ

＜市場外＞

年間リサイクル量

場内650ｔ/年

場外2,800ｔ/年

野菜残渣
リサイクル量
3ｔ/日

野菜
残渣

野菜
残渣

野菜
残渣

商品

商品

商品

商品

商品

商品

1次発酵物

1次発酵物

野菜
残渣
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（１）市場を拠点としたリサイクル＜北九州市中央卸売市場内＞

※北九州市が運営
オフサイト集中処理

※民間取組オンサイト処理

平成29年度 環境省 低炭素型廃棄物処理支援事業（地域循環圏）
「北九州市中央卸売市場 場内・場外官民一体となった青果物残渣地域循環圏」



各事業所でごみを分別し、設置した
生ごみ発酵分解装置に投入する

・野菜残渣（620ﾄﾝ/年）を完全堆肥化

・ゴミ収集・運搬、焼却量削減

によりCO2 排出量削減にも寄与

千葉県

君津リサイクルセンター

籾殻、米ぬか、炭等を混ぜ

完熟堆肥化

農業法人（株）千葉農産

・循環型農産物の生産

・家庭菜園や花壇の肥料

・収穫した野菜・果物を

店舗で食材として活用

・循環堆肥を利用した

学校教育・市民啓発

1次醗酵物

=
収集運搬費
１８円/㎏ ＋

処理手数料
２７/㎏ ４５円/㎏<従来>

発酵処理機

=
オンサイト方式

リサイクル費用
２２円/㎏ ２４円/㎏

（設置工事費含む）

＋

ランニングコスト
（電気・上下水道）

２円/㎏

47％ 年間13,000千円削減飲食店・小売店・食品工場等

卸売市場

特徴１：食品廃棄物発生現場に生ごみ処理機を設置し、速やかに一次発酵を行い減量。
特徴２：中小企業新事業活動促進法による農林水産省、経済産業省認定事業を活用した設備投資負担のない事業
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４．食品リサイクル事例紹介

（１）市場を拠点としたリサイクル＜千葉市地方卸売市場内＞

<現状>

※市場協力会（１３社）が運用する
オフサイト集中処理



４．食品リサイクル事例紹介

（１）市場を拠点としたリサイクル＜福岡市中央卸売市場内＞
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顧客 機種 利用開始 排出量

1●●●●会社 場内 MDTー300 Ｈ29、3月～ 300ｋｇ/日 7.5ｔ/月

2●●●青果 場外 MDT－200 Ｈ29、6月～ 200ｋｇ/日 5ｔ/月

3●●●●青果 場外 MDTー500 Ｈ29、11月～ 300ｋｇ/日 9ｔ/日

4●●物産 場外 MDT-300 H30、3月～ 300ｋｇ/日 7.5ｔ/月

5●●●●●●会社 場外 MDT-1000 H30、4月～ １ｔ/日 30ｔ/月

6●●●●会社 場内 MDT-300 H30、5月～ 300㎏/日 9ｔ/月

7●●●●会社 場外 MDT-300 H30、5月～ 300㎏/日 9ｔ/月

8●●●●青果 場外 MDT-100 H30、5月～ 100㎏/日 3ｔ/月

9●●●ベジフル 場内 MDTー150 H30、6月予定 150㎏/日 3.3ｔ/月

10●●●青果 場内 MDT-300 H30、6月予定 300kg/日 6.6ｔ/月

11●●●●会社 場外 MDT-2000 H30、7月予定 3ｔ/日 90ｔ/月

12●●●●物産 場外 MDT-1000 H31、2月予定 1ｔ/日 30ｔ/月

合計 209.9ｔ/月 2518.8ｔ/年

※民間取組オンサイト処理



４．食品リサイクル事例紹介

京都駅
京都駅近鉄名店街商店街振興組合/京都市

（２００８年１０月９日リニューアルオープン）

近鉄京都駅・ＪＲ京都駅新幹線中央口からすぐ

飲食店２１店舗の残渣を処理

きんめい１号ときんめい２号店舗ごとに
投入する機械が決められています。

鞍馬
七彩の風

二次･三次発酵完熟堆肥化

使用済竹割り箸炭化リサイクル
安全な農作物づくり

京都駅近鉄名店街

安全な農作物使用

食品残渣一次発酵
安全な竹割り箸使用

グリーン･サービサイジングを活用し、
事業系と福祉施設を組み
合わせたリサイクルループ

使用済竹割り箸

リサイクル竹炭

食品残渣
一次発酵物

循環農作物
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（２）ショッピングモールでのリサイクル＜京都駅＞



水
切
り

分
別
容
器

各テナント飲食店

①食品廃棄物発酵分解装置
②投入用昇降機（リフター）

大型店舗

③大型計量器

自動破袋分別（オプション）

運営会社

計量データ
サポートスタッフ

サポートスタッフ

店舗スタッフ

＋

中小企業新事業活動促進法による農林水産省、経済産業省認定事業を活用した

官民一体となった地域循環圏構築事業を採用した設備投資負担のない事業

発酵処理機

=
リサイクル費用
２２円/㎏

電気・上下水道
２円/㎏

堆肥化リサイクル 農業活用

計量データ

（計量システム設備） （計量システム設備）

食品リサイクルサービス費用２２円/㎏に含まれる設備
《設備》
①食品残渣発酵処理
②投入用昇降機（リフター）
③大型計量器
・運送費
・設置工事費

《ランニングコスト》
・1次発酵物堆肥化費用
・補充微生物
・定期メンテナンス

※Ⓐ水切り分別容器、Ⓑ重量測定器付き生ごみ
保管庫、ⓒコンテナカゴ 1次工事費は含みません

２４円/㎏

７年間のご契約

Ⓐ

重量測定器付き
生ごみ保管容器

Ⓑ

Ⓒコンテナカゴ

店舗スタッフ

４．食品リサイクル事例紹介

（２）ショッピングモールによる食品リサイクルの流れ（イメージ）
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イメージ



千葉県松戸市学校給食

学校花壇・菜園

必要なだけ提供

市内自校式小中学校設置

１次発酵物

春休み
夏休み 期間中
冬休み

環境・食育教材（全校）

食育・環境教育出前授業（モデル１校）

松戸資源循環センター

４．食品リサイクル事例紹介

（３）学校でのリサイクル
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東京都東大和市学校給食センター

環境教育教材

食育教材

生ごみ処理機１０００㎏タイプ

守谷リサイクルセンター

１日７，２００食分
（小中１５校）
≒７５０㎏/日

４．食品リサイクル事例紹介

（３）学校でのリサイクル
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小学校、保育園での食育出前授業（アサヒカルピスウェルネス社との食育出前授業）

４．食品リサイクル事例紹介

20

（３）学校でのリサイクル＜環境教育＞



下水放流

（野菜残渣（１２．７ｔ/日、４６３５ｔ/年）リサイクル方式

第１工場

野菜残渣 ６．９ｔ/日
（２,５１８ｔ/年）

破砕脱水
破砕脱水機２台
（３．５ｔ／日）

破砕脱水
破砕脱水機１台
（２ｔ／日）

第２工場
野菜残渣 葉物中心

５．８ｔ／日
（２ ,１１７ｔ／年）

減量化
１次発酵
FS1000×3台
FS500×1台
８００ｋｇ/日
（減量率８９％）

減量化
１次発酵
FS1000×2台

４８０ｋｇ/日

（減量率８８％） ﾌﾚｺﾝﾊﾞｯｸへ
１次発酵物
11.4ｔ/月

月８回
運搬

農業生産法人

（千葉県君津市）

１次発酵物
38.4ｔ/月 460.8ｔ/年

２次発酵 １ヶ月

ﾌﾚｺﾝﾊﾞｯｸへ
１次発酵物
２４ｔ/月

３次発酵 １ヶ月

有機堆肥300ｔ

農地還元

野菜生産

（年間７千万円コスト削減）

廃棄物処理
２３円/ｋｇ

リサイクル費用
８円/ｋｇ【設備購入：１０年定額減価償却】

＜デリカフーズ 東京事業所＞

（４）食品センター 加工工場でのリサイクル
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４．食品リサイクル事例紹介

東京デリカフーズ株式会社
昭島市新工場様

コロワイドＭＤ 横須賀センターデリカフーズ西東京事業所

１０ｔ/日処理

２.５ｔ/日処理
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川崎市内の公共施設や民間事業所、福祉施設とも連動した官民一体となった地域循環圏を構築

千葉県君津市
メリーズシステム堆肥化センター

籾殻、米ぬか、炭等を混ぜ

完熟堆肥化

川崎市内の福祉施設と連携した堆肥化事業

川崎市内福祉施設等

・循環農作物の生産

・家庭菜園や花壇の肥料

農業法人（株）千葉農産

・循環農作物の生産

・家庭菜園や花壇の肥料

・生ごみを完全堆肥化

・ごみ収集・運搬、焼却量削減

によりCO2 排出量削減にも寄与

食品廃棄物発酵分解装置

環境にやさしい愛され続ける商業施設

循環野菜コーナー 食べきりポイント １/３販売コーナー フードバンクかわさき

学校給食 公立病院

公共施設と連携

４．食品リサイクル事例紹介

（５）メリーズシステム 川崎市における食品廃棄物地域循環圏（イメージ）

イメージ

食のリサイクルループで生産された循環米や循環農作物の消費を提案するとともに、食品ロスの削減や
食べきり運動の推進と連動した環境にやさしく、消費者に愛されるリサイクルループ



５．ループ形成の課題

食品リサイクルについて各主体の考えと求められるもの

農畜水産業者

・安全な飼料、肥料（塩分、油脂分、未熟）

・飼料、肥料を安価で

・作った農畜産物を安定して買って欲しい

・可能な限り農薬、化学肥料を減らす

・収穫量を増やす

食品関連事業者リサイクルしている

＜17.5％＞

・安全で安心できる

おいしい食材を適

正価格で調達

・お客様にＰＲ

リサイクルしていない＜79.4％＞

●理由

・保管場所がない＜25.1％＞

・リサイクル方法が分からない＜24.8％＞

・分別出来ない

●リサイクルに取り組む条件

・リサイクル費用が焼却と同等以下＜52.3％＞

・焼却より２割以上高くても負担可能な範囲であれば＜8.1％＞

再生利用事業者

・適正コストで処理をし、事業採算性を
合わせる

・利用者のニーズに適合する品質及び量

・生活環境の保全
・地域の実情に合わせたコーディネート
能力

※数字は、平成２７年度北九州市環境局廃棄物管理責任者講習資料による
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食品リサイクルについて各主体と市町村との関係性

農畜水産物

食品関連事業者

食品循環資源

再生利用事業者

肥料・飼料等

農畜水産業者

市町村

・食品廃棄物に対する取組みを一般廃棄物処理計画に位置づけ

・市町村の焼却処理料金のあり方

・各主体への啓発など連携に必要な措置

地域の実情に合わせて
市町村が主体的役割を
担うことを期待

（国の基本方針より抜粋）

官民一体となった地域循環圏の構築ができる

５．ループ形成の課題
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６．廃棄物減量化・資源化推進サポート

減らす と 増やす

26

資源化量 増加

付加価値創出 増加

環境に優しい仕組作り

廃棄物排出量 削減

ＣＯ２ 削減
処理コスト 削減
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６．廃棄物減量化・資源化推進サポート

◎第２期行動計画 重点施策「生ごみの減量化・リサイクルに係る取組の推進」

１日の生ごみ排出量
廃棄物処理費用（29円/kg）
収集14円/kg、処理15円/kg

（月間）

リサイクル費用（22円/kg）
オンサイト処理＋リサイクル

（月間）

例

Ａ事業所 30kg/日排出 26,100円/月 19,800円/月 6,300円/月削減

Ｂ事業所 100kg/日排出 87,000円/月 66,000円/月 21,000円/月削減

Ｃ事業所 300kg/日排出 261,000円/月 198,000円/月 63,000円/月削減

Ｄ事業所 １ｔ/日以上排出 １ｔ/日の場合
870,000円/月 22円/kg以下

食品ロス対策等と合わせた取り組みによりさらにコスト削減



回収窓口→株式会社メリーズ・ジャパン

回数 →週7回（オンサイト処理）

回収窓口→株式会社環境●●●●●

回数 →週7回（毎日回収）

廃棄物処理

資源物
収集運搬処理

産業廃棄物
収集運搬処理

一般廃棄物
収集運搬処理

厨芥

可燃物

不燃物（廃プラ）

発泡スチロール

粗大ごみ
危険物等

瓶、缶

古紙

廃油

回収窓口→株式会社環境●●●●●

回数 →週7回（毎日回収）

回収窓口→株式会社環境●●●●●

回数 →週7回（毎日回収）

回収窓口→株式会社環境●●●●●

回数 →依頼都度

回収窓口→株式会社環境●●●●●

回数 →週7回（毎日回収）

回収窓口→株式会社環境●●●●●

回数 →週7回（毎日回収）

回収窓口→株式会社環境●●●●●

回数 →週１回（回収曜日未定）

28

＜一廃・産廃の回収運搬体制設計＞

６．廃棄物減量化・資源化推進サポート

サンプル

◎第２期行動計画 重点施策「事業系資源物のリサイクルルートの拡充」
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（月間）＜一廃・産廃の回収・運搬・資源化・廃棄物処理費用算出＞

単位 金額

㎥ ●●●●●円

台 ●●●●●円

人 ●●●●●円

名　　　　　　目

産業廃棄物処分費　混合物

収集運搬費

人工費

〈スポット回収費用〉

廃棄物の種類 品目 Ａ事業所 Ｂ事業所 回収頻度 廃棄物処理業者 処理単価（㎏） 処理方法 課金方法 月額金額

可燃ごみ 11,167 36,667 週7回 ●●●●●●●●株式会社 ●●円 廃棄物処理 従量制 ●●●●●円

厨芥類 5,500 46,667 週7回 株式会社メリーズ・ジャパン ●●円 リサイクル 従量制 ●●●●●円

ペットボトル 167 417 週7回 ●●●●●●●●株式会社 ●●円 廃棄物処理 定額制 ●●●●●円

発砲スチロール 0 333 週7回 ●●●●●●●●株式会社 ●●円 廃棄物処理 定額制 ●●●●●円

廃プラスチック（軟質プラ） 週7回 ●●●●●●●●株式会社 廃棄物処理 定額制

廃プラスチック（硬質プラ） 週7回 ●●●●●●●●株式会社 廃棄物処理 定額制

黒ハンガー ― ― 都度 ●●●●●●●●株式会社 都度 廃棄物処理 従量制 ―

危険物（蛍光管） ― ― 都度 ●●●●●●●●株式会社 都度 廃棄物処理 従量制 ―

危険物（ガラス、割物） ― ― 都度 ●●●●●●●●株式会社 都度 廃棄物処理 従量制 ―

スプレー缶 ― ― 都度 ●●●●●●●●株式会社 都度 廃棄物処理 従量制 ―

乾電池 ― ― 都度 ●●●●●●●●株式会社 都度 廃棄物処理 従量制 ―

ライター ― ― 都度 ●●●●●●●●株式会社 都度 廃棄物処理 従量制 ―

空き瓶 167 750 週7回 ●●●●●●●●株式会社 ●●円 リサイクル 定額制 ●●●●●円

空き缶 167 500 週7回 ●●●●●●●●株式会社 ●●円 リサイクル 定額制 ●●●●●円

段ボール 7,500 34,167 週7回 株式会社●●●● 　－●円 リサイクル 従量制 　-●●●●円

新聞・雑誌 333 1,333 週7回 株式会社●●●● 　－●円 リサイクル 従量制 　-●●●●円

ミックスペーパー 583 1,083 週7回 株式会社●●●● 　－●円 リサイクル 従量制 　-●●●●円

靴カラ箱 週7回 株式会社●●●● 　－●円 リサイクル 従量制 　-●●●●円

廃油 週1回 株式会社●●●● リサイクル 従量制

天かす 週1回 株式会社●●●● リサイクル 従量制

●●●●●円

　-●●●●円

●●●●●円

産業廃棄物

回収費月額合計

資源物

333 1,667 ●円●円

処理費月額合計

一般廃棄物

1,667 5,833 ●●円

６．廃棄物減量化・資源化推進サポート

サンプル

◎第２期行動計画 重点施策「事業系資源物のリサイクルルートの拡充」



北九州市立大学 松本亨教授による
CO２排出量のLCA評価

-5
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現状ケース 生ごみ処理機A 生ごみ処理機A+B

肥料による削減

下水処理

廃棄物処理

二次発酵

一次発酵

輸送

t-CO2 / 月
文書NO.081010-1号

平成２０年１０月１０日

株式会社○○ 御中

〒808-0002 
北九州市若松区向洋町 10番 1
北九州エコタウン実証研究エリア内

楽しい株式会社

地域密着型食品廃棄物循環システム「メリーズシステム」

採用に伴う CO２排出削減量について

北九州市立大学にて調査した LCA 評価により、御施設に食品廃棄物処理方式（メリーズシス
テム方式）を導入した場合、比較対象に比べ下記のとおり CO２排出量を抑制することが可能
です。

記

１．ご提案の処理方式 ①業務用生ゴミ処理機フォースターズを活用した微

生物による発酵液状分解での生物処理減量

 ②発酵分解床を半年に一度回収し、その後の 2次・
3次発酵により完熟堆肥化
③焼却残渣はなし(ゼロエミッション) 

２．生ゴミ処理量      ６００，０００kg／年間(３６５日稼働)
(約１，６５０kg／日×３６５日／年) 

３．ご提案方式の CO２排出量 ２５，９８０.０ kg-CO２(13,223,820リットル-CO２)

４．比較対象処理方式 (収集・運搬による焼却処理) 
比較対象による CO２排出量   ４５，３００．０ kg-CO２( 23,057,700リットル-CO２)

５．比較対象との差(削減量) １９，３２０．０ kg-CO２( 9,833,880リットル-CO２)
４２．６％削減

LCA評価実施者は、北九州市立大学国際環境工学部 松本亨助教授です。
以上 

従来に収集・運搬・焼却に比べて

約43％のCO２排出量削減になります。
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＜ＬＣＡ評価によるCO2削減効果算出＞
平成３０年２月１３日

●●●●●●●株式会社 御

〒270-2214
千葉県松戸市松飛台404番地1
株式会社メリーズ・ジャパン

●●●●●●●における食品廃棄物循環システム「メリーズシステム」
採用に伴うＣＯ2排出削減量について

北九州市立大学にて調査したＬＣＡ評価により、御施設に食品廃棄物
処理方式（メリーズシステム方式）を導入した場合、比較対象に比べて
下記の通りＣＯ2排出量を抑制することが可能です。

記
１．ご提案の処理方式
①業務用生ゴミ処理機フォースターズを活用した微生物による発酵分解
での生物処理減量

②発酵分解床を半年に一度回収し、その後２時、３次発酵により完熟堆
肥化

③焼却残渣はなし（ゼロミッション）

２．生ゴミ処理量 ６２６，０００㎏/年間（３６５日稼動）
（約１，７１５㎏/日×３６５日/年）

３．ご提案方式のＣＯ2排出量 ２７，１０６㎏－ＣＯ2

４．比較対象処理方式（収集・運搬による焼却処理）
比較対象によるＣＯ2排出量 ４７，２６３㎏－ＣＯ2

５．比較対象との差（削減量） ２０，１５７㎏－ＣＯ2
４２％削減

ＬＣＡ評価実施者は、北九州市立大学国際環境工学部 松本亨助教授です。

以上

６．廃棄物減量化・資源化推進サポート

◎基本計画目標２「１万８千トンｰＣＯ2削減」

サンプル
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《基本理念》
環境にやさしいをめざして

《基本方針》
・
・
・

《目標》 （２０１６年度を基準年として、目標達成年度を２０２０年度とします。）

目標１．ごみの発生量抑制 「分別」の徹底で発生量を●●％削減します

目標２．ごみ焼却量の削減 厨芥類の全量リサイクルを行い、焼却ごみ量を年間約●●●㌧削減します

目標３．リサイクルの推進 「資源化」をさらに進め資源化率を●●％にします

目標４．環境にやさしい仕組みづくり

●●●会社廃棄物処理基本計画（案）策定サポート

６．廃棄物減量化・資源化推進サポート

サンプル

２０１６年度実績に比べて
食品残渣リサイクルによるごみ焼却量削減目標 ９９９トン／年間
リサイクル率目標 ６７．８％

Ａ事業所 Ｂ事業所 合計 処理方法

一般
廃棄物

焼却ごみ １３４ ４４０ ５７４ 焼却

食品残渣（生ごみ） ６６ ５６０ ６２６ リサイクル

新聞・雑誌 ４ １６ ２０ リサイクル

ミックスペーパー ７ １３ ２０ リサイクル

段ボール ９０ ４１０ ５００ リサイクル

空き缶 ２ ６ ８ リサイクル

空きビン ２ ９ １２ リサイクル

魚腸骨 ０ ２１ ２１ リサイクル

一般廃棄物 計 ３０５ １，４７５ １，７８０

※川崎市優良事業者表彰への応募目標

◎基本計画 基本施策「事業系ごみの減量化・資源化」
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川崎市周辺の主な登録再生利用事業者

事業者名 手法 所在地

バイオエナジー㈱ メタン化 東京都大田区

㈱アルフォ 飼料化 東京都大田区

横浜環境保全㈱ 肥料化 横浜市金沢区

武松商事㈱ 飼料化 横浜市磯子区

㈱日本フードエコロジーセンター 飼料化 相模原市



ご静聴ありがとうございました
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楽しい株式会社

TEL 093-752-5300

FAX 093-752-5303

E-mail ceres@fun-c.jp       

株式会社メリーズ・ジャパン

TEL 047-386-5600

FAX 047-387-0228

E-mail eco@merrys-j.jp 


