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第１回河内長野市廃棄物系バイオマス（廃食用油）利活用計画策定委員会 

会議録（要旨） 

 

■日時・場所 

日時：平成22年10月5日（火）午後2時～ 

場所：河内長野市役所会議室 

 

■会議録（要旨） 

◎開会 

 会長、副会長の互選及び挨拶 

 委員会の公開について承認 

  策定スケジュールについて事務局から説明 

 

◎案件について 

○辻井委員 言葉の意味ですが、ＢＤＦはディーゼルエンジン用の油と考えてよろしいで

すか。 

○坂東会長 考え方は幾つもあると思いますが、市としてどのように位置づけておられる

のか。 

○坂東会長 この策定計画は、市民の方にも提示される資料になると思います。ＳＶＯ、

ＢＤＦについて、まず簡単な説明をつけておいていただくということが必要かなと思い

ます。 

○事務局  まず、ＢＤＦはBio Diesel Fuelですが、市としては軽油代替燃料に向いてい

るのではという認識を持っております。ただ、ほかにも使えるという事例もありますの

で、どのような使い方ができるか、この委員会で決定していきたいと思います。 

  それと、ＢＤＦを用いるか、ＳＶＯを用いるかというところなんですが、市では、廃

油回収車を廃食用油を燃料に１台走らせたいと考えております。ここに集まっていただ

いている方々の協力を得ながらできたらと思います。 

  ＳＶＯはStraight Vegetable Oilということで、本当はそのままの植物油となります

が、ここにおけるＳＶＯというのは廃食用油を遠心分離した形の意味です。詳しく書く

と、Waste Vegetable Oilという形になりますが、バイオマスタウン構想をつくるとき
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に近畿農政局と相談して、このような表記にさせていただいています。 

  どちらかと言うと発電に向いているということを近畿農政局などで聞かせていただい

ています。 

○村上副会長 「市・事業者・市民団体等の協働により、一般家庭からの廃食用油回収事

業を実施し、エネルギー化等を図る」とは、市が事業化することに参加するというよう

にとれますが。補助とかがついているという意味にとれてしまうので。 

○事務局 市としては、事業者、市民の方も廃食用油の利活用を考えていただければと。

それと、今までも市で回収事業自体はやっていますので。 

  あと市民団体ですが、今も、エコライフかわちながのという団体があり、川に油を流

したら生活排水で汚れてしまうよというところから始まり、そしたらその油を回収して

河川をきれいにしましょうというところから始まっております。その市民団体が協力、

協働した事業が幾つかあり、市民の方々に廃食用油から石けん、ろうそくをつくるとか、

長野公園のさくらまつりで、エコイルミネーションを実施するなど、そういうふうな活

動も今現在しております。 

この今やっていることを考え直して、エネルギー化等も図って、もっと広く市民の

方々にこういう事業を知っていただいて、どんどん回収量を増加させて、環境教育をや

っていけたらという方向で考えています。 

○村上副会長 事業を市民団体のほうに転換していくような感じで市はとらえるのであれ

ば、表現については少し考えたほうがいい。 

○辻井委員 一応大きな目的はごみの減量化となっていますが、迫力が弱いので、環境面、

例えば川は水質の問題などをもうちょっとアピールしたほうが、もっと市民の協力を得

られるのでは。 

○松田委員 集めるのはごみの減量ということでいいが、利用目的はエネルギーとすると、

アピールの仕方が変わってくると思う。 

○坂東会長 今、バイオ燃料が注目を浴びているのは、温暖化の原因物質となっている温

室効果ガスとしてカウントしないという、カーボンニュートラルという概念があります

ので、そこにも貢献できるということ。 

○黒田委員 地域資源循環モデルというのは一般的なことなんですか。ここで言う地域資

源というのは、あくまでその廃食用油ということですか。それと、循環してるのかなと、

ちょっと疑問に思ったんですが。あまり、市民が見て、地域資源循環モデルというのは、
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ピンとこないような。 

○事務局 循環というよりも地域資源のエネルギーとしての循環というような形かなと。

廃食用油は一般家庭からのごみということになりますので、それの回収に関しては市の

職務となってまして、それを河内長野市域で使うということに関しては、地域内の資源

のエネルギー循環になります。 

ただ、その廃食用油を有価物として取り扱う場合は、数円払って買い取ってエネルギ

ー化をするという状況です。そういうことで、地域内でのエネルギー消費のモデルにな

るのかなと。大阪府内での事業所をお持ちになる方というような形で本計画の事業者委

員さんを募集したというのも、そういう考えの中で募集要件とさせていただいた次第で

す。 

○坂東会長 もともと油というのがそれだけ高エネルギーを持った材料であって、ここで

言っている地域資源循環というのは、その資源の中にはエネルギーも含んでいるので、

それをみすみす使わずに捨ててしまうよりは、そこから取り出せるエネルギーを域内で

再度取り出して有効に利用しようというイメージでとらえておられるんだと思います。

ですから、ここの言葉のイメージをもう少し訂正していただくことで。 

○釜屋委員 一般市民の方がバイオマスタウン構想をどれだけ知られておられるのか、と

いうことはちょっと疑問に思う。 

○事務局 まず、廃食用油の回収は、２カ月に１回、広報紙に記事を載せております。バ

イオマスタウン構想に関しては、今まさに市がつくって、これから事業をいろんな形で

考えて、もっとアピールしていきたいという考えを持っており、広く知れ渡っていない

というのが現状だと思います。バイオマスって一体何と、まずそっちに市民の方々の注

目をしていただくようなＰＲ方法について、いろんな形で助言いただければ。 

○坂東会長 廃食用油の回収についての実績が、平成11年度からのデータとしてついてお

りますけど、取り組まれた当時の経緯と、その後のこの回収事業の進み具合、バイオマ

スタウン構想が持ち上がってその後の市民の協力具合はいかがですか。 

○事務局 廃食用油の回収は、まず川を汚さないというところから始まり、長年やってき

ていますが、最近は回収量が落ちぎみです。それに関しては、一般家庭で食用廃油の消

費が減っていることと、協力店のほうも少し数が減っております。その時間にその場所

に行かなければならないというデメリットもあります。回収率向上に向けた取り組みを、

バイオマスタウンという名前にふさわしい回収量に上げていきたい。 
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○坂東会長 エネルギー資源として使うことで、廃食用油の回収というのはもっとポジテ

ィブに何かに結びついてるんだということをアピールすることで、この回収率の向上に

また結びつけていきたいということかと。 

○辻井委員 油の発生量というのは、大きな事業所やコンビニが多いかもしれませんが、

大体ほとんどが我々の一般家庭のてんぷら油が主体かと思う。ここで一々持っていくと

いうのは市民から考えたらなかなか集まりにくいのでは。ごみは週に２回出しているわ

けですけが、消防法の兼ね合いあるかもしれませんが、例えばドラム缶を置いて週に１

回か２回ほうり込むとか、身近な方法でやらなければ。コストの問題を考えたら、例え

ば清掃業者に一緒に持って行ってもらうとか。 

○田中委員 主婦の立場からして、やっぱりスーパーなんかに持っていくのが一番持って

いきやすいなと。 

○事務局 一度スーパーのほうにお聞きしたことがありますが、消防法の制約もあります

し、油という性質上、もしこぼれたらなかなか大変だというのが現状です。効率的と思

って考えてみましたが、燃えるものであるというところがやっぱりネックになってくる。 

○坂東会長 もう一つは、ペットボトルに入れて持っていくわけですが、そのペットボト

ルを持ってかえって処分しようとは思っていただけない。実はそのペットボトルが非常

に大きな体積を占めるごみになってしまう。 

○川井委員 食用廃油回収協力店とは、お店で出た油を回収しているということですか。 

○事務局 大きなレストランなどの形で営業されているところは産業廃棄物ということに

なります。個人事業者に市民が持ってきた油を集めていただいて引き取らせていただい

ています。 

○川井委員 例えば、長野公園が手を挙げるということも可能でしょうか。廃油を持って

きてくれた方に公園でとれた花の種であったりとか、公園側がサービスするという、上

乗せするというのは可能なんでしょうか。 

○事務局 それはありがたい提案だと思います。廃食用油の利活用事業として、長野公園

の管理事務所さんが事業者としてどういうふうな形で協力していただけるかというのを

一緒に話し合いながら、タッグを組んでやっていくというようなことになります。 

○坂東会長 確かに公園であれば、保管していただく場所が管理事務所の建て屋の中か外

かということでも、先ほどの消防法上の取り扱いが随分変わってきます。恒常的にそこ

に持っていったらどなたかがおられるという意味で、市民としては持っていきやすい場
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所になると思います。 

  あと、基本的には公民館には大抵どなたかが常駐されているわけですよね。 

○事務局 回収の当日は環境保全課の職員が10時から12時の間、随時ついております。 

○辻井委員 今の回収の話は、燃料化を頭に置いた回収のルートを考えていますが、例え

ば家庭で凝固剤を入れて固めて、１カ月に１回とか出すなど。大きな意味で利用価値等

を勘案して、回収方法をちょっと考えていってはどうか。 

○松田委員 燃料だと、やっぱり流動性がないとちょっと難しいが、固形燃料としては。 

○坂東会長 固形燃料としてどういう使い道があるか。 

○村上副会長 市民にどれだけＰＲするかいうとこがまず最初だと思うんですけど、市の

広報紙に、半ページぐらいカラー刷りで、ちょっとオーバーにやって定期的に載せてい

く。市民の興味を引きつけるような情報の提供の仕方、工夫があれば。 

○坂東会長 回収方法というのは、これが決め手というのがなかなかなく、いろんな取り

組みの事例があって、特に自治体あるいは自治会をベースにしてかかわっておられると

ころの協力が取りつけられる、息長く続けられるという選択肢をベースに皆さんやって

おられる。この委員会の中では、これは最終的には河内長野の場合はこういう回収方法

がいいという結論あるいは提言を出すべきですか。 

○事務局 はい。あと、市が直接回収や地域回収で回るような形はできないかなと思いま

すが、自治会なり事業者の方なりの協力がいただけるようなこともできればと。 

  ただ、自治会になってしまいますと、市民回収のほうで、別途で補助金が出てる制度

があり、そことの調整が必要になります。廃食用油に関しては、今まで本当に無償で、

気持ちでやっていこうというような事業です。 

  広報の件ですが、こんな小さな記事を一文字二文字ふやすのになかなか認めてもらえ

ないというのが現状です。 

○坂東会長 これについては次回までちょっと宿題という形も含めて皆さんに持ち帰って

いただき、私は市と相談させていただいて、これまでの実績から考えて、例えば公民館

の配置のバランスを考えたときにどの形がいいのか少し検討させていただいて、次回、

短い時間でそのことを審議するという形でよろしいでしょうか。 

○辻井委員 １点だけいいですか。回収方法というのは、一つの方法に別にこだわる必要

はないと思う。公民館やガソリンスタンドなど三つも四つもそのできるやつを全部取り

入れては。 
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○坂東会長 特に一つに絞るということではなく、メリット、デメリットも含めて、こう

いう取り組み方法があるというのは最終的には提示したい。 

  あと広報の件でちょっとお伺いしておきたいのは、常時いつでも気がついたときにア

クセスできるという意味で、やはりインターネット利用も一つ、情報の提供場所として

重要かなというふうに思います。 

○坂東会長 今のところ、いろんな材料にするための原料として廃食用油が使われている

ということですが、このバイオマスタウン構想にのっとって今後の利用形態として提言

すべきものがあるようでしたら。 

○辻井委員 普通、家庭でてんぷら揚げたりした油は何回ぐらい使えるんですか。 

○田中委員 あまり汚れなかったら何回も使えます。 

○松田委員 ポットにフィルターの入ってるもので、天かすと汚れをある程度取るか、こ

すしかない。 

○村上副会長 てんぷらも酸化が一番大事。色が真っ茶色、真っ黒になってきます。 

○坂東会長 廃食用油を扱っている業者では、食用に再生して使えるレベルのものは食用

に再生されるところもあると聞いております。 

○釜屋委員 行政から許可をもらわなければならず、設備が必要になります。ごみ、水分

を取らなければいけない、酸化を抑えなければいけない、においも取らなければいけな

い、これだけの条件がかかってくる。 

何年か前、京都市が一般家庭の廃油を回収して、同じようにＢＤＦに使用するという

ふうなことでうたった。ところが、一番最初にねらわれたのが小学校でした。集めるの

が早いし、回転が速い。家庭でしたら、今おっしゃる拠点をつくらなければいけない。 

  それと、京都市の学校は菜種油を使っておられたん。エンジンで燃やすことにおいて

は、菜種とかだと、エンジンかけるとてんぷらのにおいがするバスの乗客からクレーム

がつきまして、京都市さんはバスはやめられました。今度はヒマワリ油に変えられたん

です、結局そのにおいが少ないということで。そうして今、何台かやられておられます。

このヒマワリ油というのはヨウ素価が高いんです。粘度とヨウ素価だけは気をつけない

といけないと思います。 

○坂東会長 では油種によっても、その燃料に適する、適さないというのがどうしても出

てくる。 

回収されてる油の量との兼ね合いもあろうかと思いますが、利用形態の一つとして発
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電というのが挙がっていますが、河内長野市内でこのような使い道としての方向は具体

的に何か可能性としておありですか。 

○松田委員 うちでやっています。近所の方と、給食センターからも３分１ぐらい分けて

いただいて、大体、去年の６月から今年の５月までで4,000リットル以上集めさせても

らって、工場の電源の３分の１を、ＡＭ８時から午後５時まで賄うということで、主に

事務所の空調、工場の旋盤類、フライス類、セットプレスを使うのに使用してます。当

然ＳＶＯ方式なので、発電機を改造して燃料に合わすということでやっています。 

  遠心分離機を回す電源もその発電機で利用しているので、精製の燃料代はかからない

ということで、少しずつ工場で工夫できるところでテストしていく感じです。 

○坂東会長 この利活用計画策定の中で、河内長野市の中で使い道があろうかなというの

を少し考えていただくのが出口戦略の一つかなと。 

○辻井委員 廃油に残飯をまぜて飼料にするというのも。 

○坂東会長 幾つかの廃食用油の回収拠点をつくれたとして、そこで発電機を運転してい

ただけるような機械設備を設置できたら、そこで発電機を回して、お年寄りがお使いに

なるスクーターのバッテリーを充電するというのも。 

○辻井委員 石けんもいいですね。 

○川井委員 長野公園で、今年度もさくらまつりはやりたい。その中で、夜桜でのＢＤＦ

発電のイルミネーションというのも。桜だけじゃなくて、延命寺のもみじもどうか。イ

ベント利用というのは公園としてできるかなと考えております。 

  先ほどの充電の話、あれは最近で言ったら、その電動付自転車、あれでもいけるよう

な気がしまして、例えば公園という場所に提供するということも可能なので、そういっ

た取り組みを取り入れていけたらおもしろいと思います。 

○事務局 そうしましたら、ＳＶＯ・ＢＤＦの品質検査についてということで、品質検査

項目についてお話しさせていただきます。 

まず、ＳＶＯの品質基準については現在検討中ということで、結論はまだ出ていませ

んが、軽油代替燃料として使われている部分もございますので、軽油代替、軽油と同じ

ような項目を検査項目として挙げております。特に、動粘度が、粘り気が多くなるほど

使いにくいということが言われておりますので、その辺を検査をしてみてはどうかと思

っています。 

  これに関して、河内長野市の油をいくらかお渡しさせていただいて、それで精製して
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いただいたものを検査させていただくというようなことにしたい。それによって、その

精製された油がどのくらいの品質のものかというのを、地域でつくったＳＶＯ・ＢＤＦ

の品質はこういう状態で、より質の高いものを考えたらどうしたらいいかというところ

まで踏み込めるかどうかという検査にしたいと思います。 

  ＳＶＯに関しては松田委員がおつくりになっておられるんで、もしよろしければ松田

委員の、ＳＶＯでつくっていただいて検査させていただければ。 

  次に、ＢＤＦの品質規格ですが、バイオディーゼル燃料利用推進協議会というところ

から規格が新たに示され、27項目ということになっています。 

  これは、田中委員のほうがＢＤＦ精製機を持っておられますので、市から油をお渡し

させていただいてつくっていただいて、これで品質検査をしてみてはと思っています。

坂東会長のほうは、堺のほうでつくっておられて、この品質検査のお受けになられたこ

ともあるということもお聞きしておりますので、そういうアドバイスもいただければと

思います。 

今、モデル型としてつくっていただいたものを地域でナレッジを積み上げるというよ

うな形で、より廃食用油を活用していきたいなということで考えております。また、い

つお渡しさせていただいて、つくっていただいて、検査をするというような日程調整は、

会議の後させていただきます。 

○坂東会長 できればＳＶＯ・ＢＤＦについて、河内長野市から回収された油を使って、

まず一度検査をしてみようと。 

  最終的に計画案を策定する前段階として、検査を受けていただいて、その品質につい

てここで皆さんに合意していただいた上で、最終的に使い道を提言するということに持

っていきたいと思います。 

○辻井委員 元の廃油の原料種によって、その精製してのその規格がどうなるか。だから、

一つの種類だけでなく、何個かやってはどうか。 

○松田委員 どっちみち家庭から出てくる油がターゲットになるので、逆に言うといろん

なのをまぜたほうがいいのでは。 

○坂東会長 余りたくさんの種類の検査は受けられないかなというのは実感としてありま

す。先ほどのお話ですと、田中委員のところではＢＤＦを扱っておられる経験がおあり

だということですが、例えば検査を受けられたことはおありですか。 

○田中委員 ちょうど始めたころは、まだこれが決まってない時期だったので、こういう
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検査はしていません。 

○坂東会長 こういう規格はありますけど、自家消費の場合は、もちろん自分の責任のも

とでお使いになっているということですけども、これを売るとか、どこかで使ってもら

うとなると、やはりある程度そういうことをクリアしていかなきゃいけなくなる。 

○黒田委員 こういうときにＳＶＯ、こういうときにＢＤＦとかというのはあるのですか。 

○坂東会長 先ほどからおっしゃっているＳＶＯとして、松田委員のところで燃料として

お使いの場合は、これは主にバーナー使用ですか。 

○松田委員  ディーゼルで発電しています。100％ＳＶＯです。そのかわり、さっきお話

ししたようにエンジンを改造しまして、予熱装置をつけて、油を予熱してからエンジン

内に送り込むようにして、粘度を下げるということで対処しています。 

○坂東会長 そうすると、市販のエンジンのままで回せるというところがＢＤＦの大きな

特徴ですね。そういう個人のレベルで高い技術を持ってエンジンを扱えるところじゃな

いと、ＳＶＯ単独でというのはなかなか難しいと思います。 

ＢＤＦは化学反応させて全く違う物質に変えてしまうと。そうすると、そのための手

間暇と設備がかかってしまうので、もしＳＶＯとして使えるのであれば、それはもちろ

ん理想的。どっちをとるかという考え方の違いです。 

  ということで、この品質検査について河内長野市としては、最終的にはどこか外に委

託して分析ということも含めて、予算措置が必要になろうかと思いますが。 

○事務局 この委員会の資料等も含めまして、今回、委託事業ということになっておりま

す。この委員会自身が、総務省の「緑の分権改革推進事業」の補助を受けてやらせてい

ただくという予算取りでやっております。 

○坂東会長 ＢＤＦの品質について一般的に言われるのは、どうしてもＪＩＳ規格あるい

は協議会規格に適合しているかどうかということですので、もし予算的に可能であれば、

図表26のＢＤＦ品質検査項目に加え、最低限、19ページのＢＤＦ協議会規格の強制規格

５項目にするのか、ＢＤＦについては27項目全部検査を受けるというふうにするのか、

それをここで皆さんの御意見伺いたいと思いますが。 

○村上副会長 今回の報告書は、方向性を出すものですから、今、会長が言われたように、

この項目をプラスした程度のそれで方向性が大体こんなところに入っているでというこ

とでいいのでは。 

○事務局 すみません。今回、一応委託事業の中で、図28のほうで見積りを取っていまし
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たので、申しわけございません。 

○坂東会長 では、この図表28に掲げられている27項目の品質検査を受ける方向で市のほ

うにお願いします。 

○坂東会長 では、次回は10月27日14時から。場所については事務局のほうで確認をして

いただいて、連絡いただくということにさせていただきます。 

  それでは、長い時間になりましたが、どうも御協力ありがとうございました。 

 


