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《論文〉

農業廃プラをめぐる回収と再生利用の現状と課題

竹谷裕之＊

Collection and Recycling Usage of Waste Agricultural Plastics in Japan 

TAKEYA, Hiroyuki 

Nagoya University 

Abstract: 

Agriculture does not presently exist without use of the plastic materials. According to the Waste 

Management and Public Cleansing Law (WMPCL), farmers in Japan are responsible for proper disposal 

of waste agricultural plastics (W AP). Because W AP from farms has such characteristics as being with 

small, many, dispersive, and spread over wide areas, and having seasonal discharge, building of efficient 

collection systems for W AP, development of processing technology, and expansion of recycling materials 

market are very important subjects for establishing recycling of W AP. Although regional differences 

still remain, the recycling rate of W AP expanded into 61 percent from 19 percent in Japan over the 

past 20 years through the cooperative dealing with local goverrunents and Agricultural Coops in touch 

with the revision of WMPL. The overall process of the proper disposal of W AP is under both mandatory 

control while also subject to competitive markets. It has become to be concerned as trading materials 

in East Asia around after 2000, stopped for the dealings between the domestic persons before that. 

Reflecting such conditions, the processors who aim at export with simple disposal have steadily 

increased, and conventional processors failed their management of W AP recycling, which aims at the 

domestic circulation. Many newcomers have withdrawn and competition based on cost cutting has 

intensified in the current depression. As a result, the W AP recycling circulation continues to develop 

in East Asia wide, and its systematic management of the proper disposal has become more difficult. 

〔Keyword到 wasteagricultural plastics, disposal, recycle, processing corporation, East Asia market 

I 課題と農業廃プラの特質

1 本稿の課題

今日、わが国農業はプラスチック資材なしでは

生産困難な状況にある。施設園芸における農ビ、

農PO、農ポリ等のフィルムはもとより、露地野

莱のマルチフィルム、酪農の飼料用ラップ、水稲

＊名古屋大学 (E-mail: sdtakeya@nagoya-u.jp) 

プラ処理業者、循環資源市場、東アジア市場

作の育苗箱や畦波、さらにはネット、肥料袋、シ

ート、ポット、トレー、コンテナ、農薬容器な

ど、農業で使用されるプラスチック類は広範囲に

亘り、農業資材市場の中でも重要な位置を占めて

いる。市場規模を見ると、農ビフィルムは2006年

でkg当たり685円としてメーカー出荷量42,462ト

ン、 291億円になり、農POフィルムはkg当たり

740円として出荷量24,699トン、 183億円になる。

キーワード：農業廃プラ処理、回収競争、農業廃
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農ポリフィルムは出荷量が不明で、 2007年の排出

量64,752トンから推してkg当たり350円とすると

227億円になる。ラップや他のプラスチック資材

を含めると相当の市場規模になると見られる。

これら農業用プラスチック類は、使用済み後は

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下、廃掃

法という）により、事業者（農業者）に適正処理

を義務づけた産業廃棄物（以下、産廃という）に

なる。 2000年6月に公布された循環型社会形成推

進基本法（以下、循環基本法という）は、わが国

社会を循環型社会に転換していくため、製品等が

廃棄物になることを抑制し、循環資源となった場

合には再利用、再生利用、熱回収により循環的利

用を促進し、それが困難な場合には適正処分を確

保することによって、資源の消費を抑制し、環境

への負荷を低減することを国、地方公共団体、事

業者及び国民に求めている。農業分野でいえば、

排出抑制として長期展張性フィルム農POや生分

解性プラスチックなどの普及が図られる一方、農

業現場では農産物価格の低迷もあって、資材使い

回しが拡がっている。

本稿では、飼料や肥料などの農業資材市場にお

ける有機性廃棄物の循環的利用が果たしている役

割と位置づけや問題点について検討した泉谷報告

を補完するべく、無機性廃棄物である農業用使用

済プラスチック（以下、農業廃プラという）を素

材に、その循環的利用と問題点、並びに動脈資材

市場との関わりを検討する。

2 農業廃プラの特質

無機性廃棄物である農業廃プラの循環的利用

と、有機性廃棄物である畜産排泄物や食品残さ等

の循環的利用とは、動脈産業に対する静脈産業の

位置にある点で共通するが、物性、排出特性、規

制法令、及び循環の地理的範囲において相違す

る。相違点を具体的に見ておくと、まず①物性と

して、農業廃プラはプラスチックとしての循環的

利用に、有機性廃棄物はバイオマスとしての循環

的利用に当たる。ここで循環的利用とは、循環基

本法でいう再使用、再生利用及び熱回収が含まれ

る。因みに、食品残さを含むバイオマスに関わる

熱回収は、 RDFが大半で、多種類のものが混在

するため熱効率が悪い。これに対し、廃プラスチ

ック類は異物混入が少なく RPFに加工して効果的

な熱源となる。②排出において、農業廃プラは多

数、少量、分散、多様、広域、季節性の排出特性

を持つのに対し、有機性廃棄物は、食品残さや畜

産排泄物のように季節性の少ないものが多く、排

出事業者当たり種類が少なく、排出量が相対的に

多いのを特徴とする。③法的には、有機性・無機

性廃棄物はともに廃掃法上の適正処理を求められ

るが、適正処理の主体は産業廃棄物及び事業系廃

棄物は事業者に、家庭からの有機性廃棄物は市町

村である。農業廃プラは廃掃法上の産廃に当たる

のに対し、有機性廃棄物は、畜産排泄物は産廃と

して廃掃法と個別リサイクル法である畜産排泄物

法により規制され、食品製造業から出る廃棄物は

産廃として、事業系の食品残流は一般廃棄物（以

下、一廃という）として廃掃法と個別法である食

品リサイクル法の規制を受ける。農産物残漆は事

業系の一廃に当たる。④循環的利用の範囲とし

て、有機性廃棄物は国内循環が念頭におかれるの

に対し、農業廃プラは中間処理を経たあと、とく

に2000年以降は貿易を通じた循環的利用の商材に

なるケースが急拡大し、国内外に亘って取引され

る点が特質となっている。

Il 農業廃プラ循環的利用の諸条件とその

影響

農業廃プラの循環的利用を検討する場合、法制

度的側面とそれに伴う取り組み主体形成の側面、

並びに市場的側面からの検討が必要である。農業

廃プラは産廃であり、その排出、回収、運搬、処

理、処分はすべて法的規制を受ける。同時に、収

集運搬や処理・処分等の業務委託は、すべて市場

競争下で行われるからである。

1 法制度面と取り組み主体形成

法制度面では、廃掃法の施行と改正、並びに農

水省食品流通局長通達が呼び起こした変化に注目

する必要がある。まず、農業廃プラは1970年制定

された廃掃法により産廃に指定され、事業者であ

る農業者にその適正処理が義務づけられた 1)。し

かし、多数、少量、分散、広域、季節性といった

排出特性を持つ農業廃プラは、農業者任せでは回
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収一つも進まないので、 1976年、廃掃法改正によ

り廃棄物処理の罰則が強化されたのを契機に、農

林省は次官通達を発出し、都道府県協議会の設置

等適正処理の取り組み体制の整備、農業者・農業

団体への啓蒙、処理施設の整備支援等、園芸用廃

プラスチック適正処理推進対策事業を 5年間に亘

って実施した。そしてこれら取り組みで明らかと

なった問題点等を踏まえ、 1983年、園芸用廃プラ

スチック適正処理基本方針を食品流通局長通達と

して発出し、群馬、茨城、千葉、山梨、高知、宮

崎など、園芸農業の盛んな県を中心に回収システ

ムの構築と管理、処理施設の設置と運営、再生処

理技術の開発等を進めた。しかし、この時代、農

業廃プラは大半農ビで、再生処理技術は低く、再

生製品に市場での競争力はなかった。多くは中間

処理後、グラッシュ（再生品原料）として床材、

靴底メーカーなどに販売され、農業で利用される

のは杭、 U字溝など、一部の土木資材や農業用シ

ート等に限られていた。農業廃プラの再生比率は

次官通達後15年経過した1991年で23%でしかな

く、焼却比率が41%、埋立23%、その他13%であ

った。

次官通達から18年後の1994年までに、 41道県が

都道府県レベルの農業廃プラ適正処理推進協議会

（以下、「県協議会」という）を組織したが、市町

村レベルの協議会の組織化は園芸農業の盛んな地

域に限られていた。再生処理が望ましいといって

も、大半の地域で回収の対象とされたのは廃農ビ

に限られ、その再生製品の市場も不安定であっ

た。また廃農ポリの多くは農業者自身による焼却

処理に委ねられていた。

このような状況を大きく変えたのは、「園芸用

使用済みプラスチックの適正処理はリサイクル処

理を基本とする」方針を押し出した1995年10月23

日付け食品流通局長通達「園芸用使用済みプラス

チックの適正処理に関する基本方針」（以下、 H7

通達という）と、廃掃法の改正であった。廃掃法

は1997年に事業者の責任で発生から最終処分まで

を一体的に管理するマニフェスト制度を導入、焼

却施設基準の強化もあって、通達発出前に最も多

かった焼却処理は大きく減少した。代って再生処

理と埋立処理が増え、さらに2000年6月の循環基

本法施行により、循環資源に対して排出抑制、再

表 1 農業廃プラ適正処理に関わる廃掃法の改正史
(1997年以降）

資料：農林水産省「園芸用ガラス室・ハウス等の設置状
況」各年版により作成

使用、再生利用、熱回収、適正処分（焼却、埋立）

の順位で対処することが法定化されて以後は、埋

立処理も減少し、熱回収を含む再生処理2)が大

きく増加、 2007年には再生処理比率が61%を超す

までになった。逆に焼却は11%、埋立17%、その

他11%になり、かくして廃掃法の改正とH7通達

は、農業廃プラ処理の有り様を大きく変え、再生

処理への転換を促す契機となった。また循環基本

法で優先される排出抑制も長期展張性フィルムへ

の代替などを通じて進展しつつあり、再使用とし

て農業者の使い回しも急速に広がっている 3)。

H7通達はまた関係者の役割を明示、相互に連

携協力する必要を指摘し、併せて都道府県レベル

に止まらず、市町村レベルで農業用使用済プラス

チック適正処理推進協議会（以下、「市町村協議

会」という）を設置し、適正処理に向け計画的に

活動するよう指針を提示した。これに応え、 2000

年8月時点の調査によれば4)、県協議会は全都道

府県で組織され、市町村協議会は農協による組織

的回収が行われているところを含め、 2509市町村

で組織され、全市町村3230の78%に至った。そし

て新たに組織された協議会も含め、行政と農業団

体の共同した取り組みが積極的になされた結果、

大きな前進が作り出された。農業者の排出事業者

責任も、協議会の啓蒙・啓発活動を通じて認識さ

れ根付いてきた。

しかし、農業廃プラの処理内容を子細に検討す

ると、都道府県ごとに、また同一都道府県内にあ

っても市町村ごとに依然、大きな差が残ることも

事実である。奈良県や石川県など再生処理0%と

いう県もある。再生・焼却・埋立以外の処理内容

の不明確な「その他処理」も、茨城、千葉、宮

城、岩手などで残されている 5)。また再生処理比

率の高い県にあっても、中間処理された再生原料
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資料：農林水産省「園芸用ガラス室 ・ハウス等の設置状況」各年版により作成。

市場が国内外とも激変する中、処理業者の不安定

化等、協議会として対応すべき新たな問題も発生

している 叫

2 市場的側面

農業廃プラの市場的側面を検討するには、農業

廃プラが産廃であることに加え、その排出が少

量・多数 ・分散 ・広域・季節性を特徴とすること

を考慮する必要がある。つまり、農業廃プラを循

環資源にするには、バッズとしての農業廃プラを

如何に効率的に回収し、法に違反しないよう保管

しつつ 7)、如何なる再生利用に向けて処理する

か、さらに再生資材のグッズとして、再生製品化

なり熱回収用に如何に流通させるかが課題となる。

廃掃法上排出事業者に求められるマニフェスト

管理や処理委託契約などの事務処理も含め、農業

廃プラの循環をモノの流れとしてみると、農業用

プラスチック資材のメーカーは再生容易な製品作

りを求められ、農業者は排出に当たって、野積み

保管や不法投棄など違法処理をしないことはもち

ろん、回収に際し分別を的確に行うとともに、土

砂等の異物除去を徹底することで、再生処理を容

易にし、さらには連携してロットを大きくするこ

とで収集運搬 ・処理費用の低減を図ることができ

る。ただし、農業廃プラの排出者である農業者の

表2 農業廃プラ処理業の産業特性
規制産業の視点 競争産業の視点

「業の許可」「施設の許可」が参入要件 市場ビジネスとしてのマネージメント
都道府県（特定市）毎の許可が参入要件装償産業としての初期投賓

都道府県（特定市）毎の条令要綱対応 高度の専門性（適正処理から汽源楯環へ）
契約自由の原則が適用されない 規揆の経済の発揮困難（回収運殿コスト）

「許可」取消しで即退場 サービスの孜は排出m業者の関心の外

規制産業としてのコンプライアンス 地域密若型では処理且確保柑雛

関心は、産廃の適正処理に関わる排出者責任が果

たせる限り、それに要する費用がより少ないこと

を指向する。農業者から委託を受けて中間処理す

る業者が、技術革新を進め、国内市場で循環しや

すいように高品質の再生原料を製造しても、その

良質な処理は農業者の関心の外にある。農業者に

とって、最大の関心は処理費用の多寡に行き易

い。そこに回収→再生処理→再生製品利用という

循環が簡単には生まれない壁がある。廃棄物処理

がこのような特性を持つため、資源有効利用促進

法やグリーン購入法、容器包装リサイクル法など

各種リサイクル法は法的規制でもって循環利用を

作り出そうとするものであるが、農業廃プラ向け

リサイクル法は制定されておらず、回収→処理に

おけるモノの流れは全て法的規制と競争市場の中

にある。

廃掃法第 2条 2では、「国内において生じた廃

棄物は、なるべく国内において適正に処理されな

ければならない。」と、国内処理等の原則を定め
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図2 日本のプラスチックく ず輸出量の推移

資料 ：財務省貿易統計により作成。

ている。しかし、わが国経済が成熟するなか、廃

プラの国内リサイクルが再生原料需要の減退、再

生コストの増加等で縮小し、代ってグローバル化

の進展に伴い、再生原料は東アジアの交易市場の

取引素材になり、とりわけ2000年以降、需要の旺

盛な海外向けに加工原料として輸出される動きが

拡がっている。現に、中国・台湾 ・東南アジアな

ど需要旺盛な東アジアを対象に、農業廃プラ中間

処理物も含め、プラスチックくず輸出が急増して

きた。世界同時経済危機に伴い、一時大きな影響

を受けたプラスチックくず輸出も東アジア経済の

急回復に伴い、中国のペレッ トのPVC価格や

HDPE価格は2007年水準に回復するなど、再び勢

いを取り戻してきている。

農業廃プラ処理に新規に参入してきた業者はこ

のような東アジア地域への輸出指向が強く、簡易

処理施設を設置し、農業廃プラ等を集めて安価な

費用で簡易処理し輸出している。出口市場が国内

市場から国内外市場へと大きく変動するなか、国

内循環を進めてきた業者間の競争も大きな影響を

受け、既存業者に荷が集まらなくなり、処理料金

の引き下げ競争が起こった。

例えば熊本県は農業廃プラの排出醤が北海道に

次いで多く、しかも使用済農ビが廃農プラの大半

を占めることもあって、回収業者が多く活動して

いる地域である。同県では2001年度には 8業者が

県内で活動していた。このうち、 2005年度までに

1業者が廃業、代わって 6業者が参入し、計13業

者が農業廃プラを回収し、県内あるいは県外の処

理施設に運搬して処理する業務に当たるに至っ

た。農水省生産局野菜課 「園芸用ガラス室・ハウ

ス等の設置状況 (2004.7-2005.6)」の処理業者リ

ストには11業者が掲載されているが、このほか、

八代市で中間処理に当たるA社や福岡県に本拠を

置き、熊本県内で回収に当たるB社等が活動し、

県内の廃プラ回収を巡る競争は急激に強まった。

新規参入業者は、中間処理して再生原料を製造

するもの、選別破砕処理して、あとは他社に処理

委託するもの等、一様ではないが、注目されるの

は、 2004年前後から既存の処理料金を大幅に下回

る料金で農業廃プラを集め、簡易処理して中国、

台湾などに輸出する業者がいくつも参入して、大

きな影響を与え始めたことである。中国など新興

国の廃プラ需要が膨らみ、ビジネスチャンスの拡

がったことが背景にある。

こうした業者の処理工程を見ると、例えばA社

の場合、農ビも農ポリも同じ処理工程で、農業廃

プラの搬入→計量→選別 ・異物除去→破砕→一次

洗浄→二次洗浄→フラフ（細片） →圧縮梱包→

（海外）出荷である。これに対し、従来からの再
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生処理業者では、 C社の農ビ処理工程の場合、搬

入→計量→分別・異物除去→一次破砕→一次洗浄

→二次破砕→二次洗浄→脱水→乾燥・選別→粉

砕．冷却・分別→グラッシュ（微粉）製造（→一

部出荷）→ブレンダー→押出・冷却→ペレット製

造→ （国内）出荷となっている。なお、簡易処理

業者のA社は二次洗浄を行っているが、一次洗浄

後に圧縮梱包する簡易処理業者も多い8)。いずれ

にせよ、新規参入業者の大半の処理工程は簡易な

もので、その再生素材は（バーゼル条約に違反し

ない）有価物として輸出できる下限のものである。

因みに、廃農ポリは従来、大半はサーマルリサ

イクルに活用され、宮城県のD社など限られた業

者がマテリアルリサイクルを開拓してきた。 D社

の工程は二次洗浄後に三次洗浄を加え、ペレット

製造を経て再び農ポリに加工して農業者に販売す

るものである。これに対し、新規参入者は廃農ビ

と同様の簡易処理をして輸出している。 A社の場

合、 2007年で廃プラ再生素材の98%は輸出し、う

ち台湾が主で、一部は香港に向けられていた。

つまり旧来からの処理業者は国内メーカー向け

に農業廃プラを再生グラッシュまたはペレットに

処理加工して販売するのに対し、新規業者はフラ

フに処理して輸出する。農業者にとって農業廃プ

ラをどのように加工販売するかは主要な関心事で

はない。処理業者が加工度を引き上げれば利幅は

増えるが、それは加工業者に帰属する。農業者に

は回収時に負担する料金の多寡が重要で、簡易処

理により処理コストを切り下げ、結果として農業

者の処理費用を引き下げる新規業者の活動は歓迎

されることになる。

熊本県内の処理料金は、経済連・農協と収集・

運搬業者、処理業者との交渉で県内統一料金とさ

れ、たとえば2004年度では農ビ、農ポリともに17

円/kgが市町村協議会に提示された。 H7通達に、

「関係農家から徴集する回収処理経費は、都道府

県下一円が同一料金となるよう、共同計算により

産出することが望ましい」とされていることに沿

った対応であるが、その後、契約処理料金は、

2005年度には農ビ15円/kg、農ポリ 15円/kg、その

他45円/kgになり、 2006年度は農ビが5円に下が

り、 2007年度は農ビが0円、農ポリが10円に引き

下げられ、世界同時経済危機後の今日も引き上げ

られていない。短期間にこれだけの料金低下は業

者間の熾烈な競争の結果とはいえ、関係者には驚

異的であった。例えばJAやつしろは県廃プラ処

理事業協同組合並びに新規参入A社の 2業者と同

ー料金で契約を結び、農業者はどちらの業者にも

自由に処理委託できる体制を作った。農業廃プラ

をめぐる従来からの処理業者と新規参入業者との

競争は、誰が農業廃プラを回収できるかに収敏し

ていく。競争手段は回収時の農業者負担の多寡で

ある。

但し、もう一つ、排出時の作業負担も考慮して

おく必要がある。熊本県廃プラ処理事業協同組合

の場合、搬入の場所や収集日が指定され、指定廃

プラのみが搬入できる。排出時の荷姿はつづら折

り梱包が求められ、指定場所で回収計量される。

これに対し、 A社は農業者の直接搬入方式を採

り、搬入は常時可能、出てきたもの全てを受け、

荷姿はおおざっぱで良い、搬入時に計量する方法

となっている。

この作業負担の差が、処理料金引き下げと相ま

って、 A社の回収実績を高め、 2004年5月操業以

来、年々処理量を倍増させ、 2006年には農ビ

2,000トン、農ポリ2,000トン、その他350トンを処

理、熊本県全体の処理量の 3割強を担うに至っ

た。簡易処理による業者の優位性が顕著である。

新規参入業者が相次ぐ中、国内循環のマテリア

ルリサイクルを進めてきた既存の中間処理業者が

回収競争に負け、幾つかの業者が撤退した。北海

道では廃農ビを処理して弾性歩経路や牛床マット

など再生品を作り実績を上げていたE社が倒産

し、徳島県では廃農ビを処理して電線被覆材を製

造して来たF社が経営破綻、同社を引き取ったG

社も 1年で撤退、群馬県では農協系のHセンター

が操業停止、山梨県では三セクのIセンターがペ

レット加工から簡易加工に転換した。鉄鋼メーカ

ーの子会社としてケミカルリサイクルによる国内

循環をめざし千葉県に新規参入したJ社は青森か

ら和歌山まで低処理料金で攻勢をかけたものの、

過剰投資により一年半足らずで操業停止した。

他方、世界同時経済危機の下で、東アジア市場

が急収縮し、売り先がなくなった新規参入業者が

短期間に撤退するケースも少なくない。熊本県阿

蘇地域に新規参入したK社や栃木県のL社は産廃
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処理施設の認可を得るため、住民アセス、姉歯事

件後の建築基準もパスし、 2006年度に簡易処理加

工を開始したものの、世界同時経済危機や中国検

験認証有限公司のプラスチックくず品質基準の引

き上げなどにより、 1年半余操業したところで経

営破綻した。

2004年前後から2008年秋にかけ引き起こされた

簡易処理の新規参入業者と既存国内再生処理業者

との競争は、簡易処理という破壊型イノベーショ

ン9) に基づく低コストを武器に、資材・原料価

格の高騰期の影響を受けた廃プラ回収市場で、新

規参入業者が急速に競争優位な立場に立ち、世界

同時不況に陥るや、輸出市場の急収縮に伴い破壊

型イノベーターの資本蓄積の弱さが露呈し、撤退

が相次ぐ事態となった。とはいえ、国内循環指向

型の製品・プロセスイノベーターに再び活躍の場

が与えられるか、予断を許さない。

廃掃法では国内処理等の原則が打ち出され、資

源小国のわが国にあってはこれに従い、廃棄物の

再生処理は国内循環を基本にすることが望まれる

が、現実は7割近いマテリアルリサイクル率にあ

る廃農ビもグラッシュに加工して床材メーカーに

販売されるのは業界関係者によると約半分、 2万

トンで、あとは破砕してフラフにし、中国や香港

等に輸出されている10)。靴底原料等の市場はすで

に中国等に移動してしまっている。廃農ポリのリ

サイクルも国内ではほとんどがRPFに加工してサ

ーマルリサイクルに利用され、マテリアルリサイ

クルは水田給排水口、車止め等に限られ、輸出向

けは廃農ビと同じくフラフにして輸出し、育苗ポ

ットやトレー等として日本に還流、あるいは中

国・台湾等で黒ゴミ袋などに加工され利用されて

いる。

農業廃プラ処理後の出口市場の再構築を如何に

行うか。使用済資材循環の有り様はどうなるか。

国内処理原則に回帰できるか、あるいは東アジア

の範囲で資源循環を見通すか問われるが、実態

は、一次的な停滞があったものの、すでに処理業

者の競争による資源循環の「東アジア化」が進行

している。但し、農業廃プラ再生原料が農業用再

生プラスチック資材として還流する比率は極めて

低い。他の再生プラ製品として還流しあるいは再

生国で使用される資源循環になっている11)。

皿 国内循環をめざす農業廃プラ処理業者

の経営対応と流通

1 東北地方における農業廃プラ市場と処理

業者D社

東北地方における農業廃プラの適正処理が様変

わりしたのは、回収された農業廃プラの処理を担

う業者が見えるようになったのを契機とする。東

北では大量排出県が無く、県レベルの協議会設置

も遅れていたため、処理施設の設置が躊躇される

状況にあった。 1999年~2001年に0社が移動式施

設による処理を試みた12)が、処理量が確保でき

ず、挫折した経緯もある。しかし、宮城県を中心

に工業系プラスチック原料加工で業務展開を進め

てきたD社が2001年末に、農業廃プラの再生品化

に着手、東北6県及び北関東において収集運搬と

再生処理業務に本格参入するに至って、状況は大

きく変化した。同社は使用済農ポリを回収し、再

生農ポリに加工する先駆的技術をプロセス・製品

イノベーションを通じて開発し、農業内資材循環

を構築しようとする業者である。同社は再生品と

して農ポリフィルムをはじめ、育苗箱、育苗用防

水シート、各種コンテナ、肥料袋、農業用水路資

材などを開発している。しかも、 2002年に再生農

ポリを購入する農業者には再生原料使用量に応じ

処理費の70%を還元する還元金方式を導入、 2003

年には再生農ポリ利用量分の廃農ポリ処理料金を

無償とする委託加工方式を開始し、農業内資材循

環を促す取り組みを本格化した。

同社の農業廃プラ処理受託量は、短期間に急増

し、 2004年度には東北管内再生処理量の40%近く

を占めるまでになった。同社の受託の急拡大の結

果、 1999年 1%でしかなかった東北の再生処理比

率は2005年には39%にまで引き上げられたのであ

る。

しかし、 2006年前後から岩手、宮城、山形、栃

木などに新規参入した業者との激しい回収競争に

直面し始め、同社の処理受入量は2004年度の

2,932トンをピークに、 2006年度2,397トン、 2008

年度1,403トンヘと後退した。従前の処理料金を

30%引き下げてなお、回収量を確保できない状況
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に陥っている。各県に再生処理業者が参入したこ

とで、県協議会は状況の変化に見合った活動方針

を提示することなく、「前年と同じ」を繰り返す

ため、市町村協議会は業者選定をする際の最大の

決定要素が処理単価になり、処理内容への関心が

弱くなったことも影響している。簡易処理による

中国等へのプラスチックくず輸出が急増するな

か、 D社はその煽りを受け、業績が急速に悪化し

た。

因みに、東北管内で活動する処理業者の処理内

容と処理料金の概要は、表3に示すとおりであ

る。このうち、例えば宮城県のP社は、 2009年秋

から農業廃プラ分野に参入した業者である。同社

は容器包装リサイクル法関連の一廃を主に回収処

理する業者であるが、同社は育苗箱、育苗ポッ

ト、収穫コンテナなど容器系の農業廃プラに限定

して回収し、再生黒マルチフィルム等に加工、販

売している。容リ法関連プラは、市町村並びにメ

ーカーや販売業者が処理料金を負担する仕組みを

なっていること、しかも産廃と一廃の見た目上の

区別がないことに着目した農業廃プラ処理への新

たな「参入方法」である。

このP社の処理料金は、その意味で特殊で、回

収される農業廃プラも限定されている。表中の処

理方法はマテリアル、簡易処理輸出、サーマルの

3種類で、処理料金はマテリアルがkg当たり22~

23円、簡易処理輸出が20~25円、サーマルが10~

20円で競争する状況にある。 20~25円という料金

水準は、実は千葉県のJ社が東北から回収する際、

30円台にあった処理料金を「破壊して荷を集める

戦略」を採った遺産である。 D社にとって安定し

た収益を上げるには低すぎる料金になる。

しかし、 2008年 1月29日付けの中国環境保護総

局第11号通知（処理済み素材原料の品質要求水準

の向上）が施行されると、日本からの中国向けプ

ラスチックくず輸出は鈍化した。さらに2008年9

月の「リーマンショック」後、日本国内で調達す

る廃プラ価格と中国国内での流通価格が「逆ザ

ャ」状態となり、収集運搬業者や中間処理業者は

回収・処理した荷の出口を絶たれるなか、 D社

は、 2008年の年初から再生原料の主力販売先を国

内ユーザーにシフトし、急減した中国市場の深刻

な影響を緩和している。 D社の再生製品の出荷量

表3 東北における廃農ポリ処理業者の処理内容と
料金

県名 処理業者 処理種別 処理料 備考

Q サーマルリサイクル 20円/kg

岩手県 R 簡易洗浄～輸出 25円/kg

B サーマルリサイクル 10-20円Ike:
s サーマル(RPF) 20円/kg

宮城県 D マテリアル 202--1023円円/kl!/kg 注1
p マテリアル（再製品化） 注2

山形県 T 簡易洗浄～輸出 20-25円/kJ! 注3

福島県
B サーマルリサイクル 10-20円/kg

u 簡易洗浄～輸出 詳細不明 注4

注： 1)廃農ビは15円/kg

2) 2009年秋参入、廃容器等を再生マルチに製品化。
3)さくらんぽ雨除けシートは「買い取り」が大勢
4)泥付着のまま 1円/kgで買い取る場合もあるが、

持続性に欠ける。

は2008年度に604トンにまで減少したものの、

2009年度 (2010年2月分まで）は1,041トンに回

復した。

さらにD社で注目されるのは、世界同時経済危

機の一方で、温室効果ガス排出削減の課題に対

し、自社製再生フィルム製品と慣用フィルム製品

について、（回収と）製造に関わるC伍排出量を

比較、 42%の削減効果があることを推計し、環境

配慮型製品としで情報を発信、 2010年4月からH

ホームセンターのチェーン店との取引を本格化さ

せ、さらに他のチェーン店での取り扱いも打診さ

れていることである。

D社は廃農ポリの再生農ポリヘのリサイクルの

先導役として、後発地東北における適正処理シス

テム確立に貢献するとともに、農業内資材循環を

促す委託加工方式・還元金方式の導入やCO2削減

を押し出すビジネスモデルを作り出した。

2 国内出口市場の確保

事業撤退した千葉県J社の「置き土産価格」

や、輸出目的の回収業者が提示する「買い取り価

格」が独り歩きし、廃掃法第2条で言う国内循環

を目ざす業者が活動し易い環境を作る動きは官民

ともに弱い。また行政はCO2排出量削減の観点か

ら、各製紙工場にRPFを燃料とするよう推奨して

いるため、 RPF加工業者が乱立し、素材の取り合

いになっている。 RPFは循環基本法が定めた廃棄

物処理の順位からすれば再生処理より下位に位置

づけられる。循環基本法が活きる世界にはなって

いない。つまり、「適正処理」＋「資源の国内循

環」を標樗するだけではマテリアルリサイクルの
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増加に結び付かず、行政自体が「適当処理でも安

ければ可」の風潮を助長するのに一役買う状況に

ある。

農業者自身も可処分所得が減少するなか、適正

処理の内容よりも最低限の義務を果たすことに判

断基準をおく傾向が強まっている。廃棄物処理の

技術を改善し、質の高い再生処理を行うことを提

示しても、処理料金が高ければ、排出事業者は他

の安い処理料金を提示する処理業者に処理委託し

てしまう。

D社は、農業廃プラ処理業務以外にプラスチッ

ク原料加工の主業があることで、何とか処理業務

を継続・維持できている。近年の状況から推し

て、農業廃プラ専業で経営していれば、操業停止

に追い込まれていたであろう。種々の業者が林立

する中、世界経済状況が一変した際、適正処理は

「悪貨が良貨を駆逐する」状況にならないか、懸

念されるところである。

それを克服するには、国内の出口市場を持続的

に確保するべく、農業廃プラを排出元の農業分野

が利用する再生品に加工し、農業者が再生品を積

極的に利用すること、そしてそれを政策的に支援

することが重要になってきている。新政権のスタ

ンスは、新成長戦略「環境経済成長ビジョン」に

おける日系企業の海外展開支援事業を活用し、ア

ジア全体の「循環型社会形成を推進」していく方

向に力点を置いているようにみえるが、国内循環

を真っ当に位置づけてこそ、資源循環の持続性が

確保されよう。

N まとめ

今日、農業はプラスチック資材の利用なしでは

成り立たない。日本では、農業廃プラは廃掃法に

より農業者に適正処理責任があると定められてい

る。農業廃プラは多数、少量、分散、広域、季節

性といった排出特性を持つだけに、行政が支援し

て効率的な回収システムを構築し、再生技術の開

発を進め、しかも再生製品の市場を確保すること

が、資材循環を持続させる上で欠かせない課題と

なる。わが国では、廃掃法の改正と地方自治体と

農協、商業会の連携した取り組みにより、農業廃

プラの再生処理率は、地域差は残るものの、この

20年間に19%から61%に拡大した。農業廃プラの

適正処理の全過程は、法的規制の下にあり、同時

に全て競争市場の下におかれている。 2000年以前

は国内の関係者間の取引に止まったものが、それ

以降は東アジアとの交易商材として取引されるよ

うになった。それを反映し、資材高騰期に簡易処

理して輸出をめざす業者の新規参入が相次ぎ、国

内循環をめざす旧来からの処理業者の経営破綻が

発生した。不況期には新規参入者の撤退と低コス

ト化競争が激化している。静脈市場の不安定さも

加わり、処理業者の入退を通じ、結果として、資

材循環の東アジア化が進展し、適正処理のシステ

ム管理が困難化している。

注

1)農業者などの事業税を納めない事業者に対す

る特例措置は日本では行われていない。

2)農ビ、農ポリ、その他別に見た再生処理率は

それぞれ69%、59%、41%である。その際、

農ビの再生処理はほとんどマテリアルリサイ

クルで、農ポリの再生処理は国内ではサーマ

ルリサイクル、輸出されたものはマテリアル

リサイクルされる。なお農水省が隔年でとり

まとめている農業廃プラの排出量・処理量統

計では、再生、焼却、埋立、その他の4区分

で集計しているが、ここで再生処理という場

合、マテリアルリサイクル、ケミカルリサイ

クルに加え、熱回収（サーマルリサイクル）

を含み、循環型社会形成推進循環基本法でい

う再生利用、廃掃法でいう中間処理した後、

最終処分で再生処理する行為とは異なる。廃

掃法でいう焼却には単純焼却ばかりでなく、

熱回収も含まれるため、統計数値を扱う際は

注意が必要である。

3)竹谷裕之「農業廃プラ「その他処理」に関わ

る市町村協議会アンケート結果」日本施設園

芸協会『平成19年度園芸用プラスチック適正

処理対策事業報告書』 2008年 3月、 pp.44-

51。同『平成20年度園芸用プラスチック適正

処理対策事業報告書』 2009年3月、 pp.51-55

に詳細な分析をしている。

4)農林水産省農産園芸局野莱振興課『農業用使

用済プラスチックに関する調査報告書』 2000
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年8月、 p.2により計算。

5)竹谷裕之「農業廃プラの適正処理に関わる

『その他処理』の問題」『2008年度日本農業経

済学会論文集』 265-271に詳細な分析をして

いる。

6)熊本県では、廃農ビの処理料金が0円に引き

下げるなか、農業者の農業廃プラ排出行動

に、圃場積み上げ、業者の無償回収の拡が

り、マニフェスト不交付などの事態が拡がっ

た。

7)農業廃プラの排出は季節性が強い。しかし、

廃掃法施行令第6条2項では、処理施設の保

管量は「処理施設の一日当たりの処理能力に

相当する数量に十四を乗じて得られる数量を

超えないようにすること」と規定され、排出

特性は考慮しておらず、豪雪地域の廃タイ

ャ、建設業関連のアスファルトやコンクリー

トの破片等に認められる特例措置はないた

め、違法保管が生まれやすい。

8)例えば、熊本県のK社、鹿児島県のM社等は

一次洗浄後に、北海道のN社や栃木県のL社

などは二次洗浄後に圧縮梱包し出荷する新規

参入業者である。

9) Layton M. Christensen(1997) The Innovator's 

Dilemma: When New Technologies Cause 

Great Firms to Fail. Harvard Business 

School Press. 参照。

10)農業用フィルムリサイクル促進協会事務局長

のA氏による。かってはグラッシュを加工し

て土木シートや園芸資材を製造していた再生

品メーカーも競争力がないため、製造を中止

し、再生原料は床材にのみ利用されていると

いう。

2008年3月時点の茨城県RCでの聴き取り

では再生グラッシュの国内取引価格は60円／

kgに上がった。しかし、 2009年3月の宮城県

D社での聴き取りによれば、最悪時は脱した

ものの40円/kgに止まっている。仮に50円/kg

で販売できるとすると 2万トン分は1例意円に

なる。

11)中国の再生プラスチック企業の「大部分は規

模が小さく、生産設備・技術水準が低く、国

外と比較すると格差がある」（中国環境科学

研究院廃棄物汚染管理技術研究所「中国の農

業用廃プラスチックの回収と処理の状況」『第

1回農業等生産資材循環システム地域連携の

ための日中韓セミナー報告集』仙台、

2007.4、p.10)。しかし、品質は低位である

が、価格競争力は十分にある。例えば、再生

育苗ポットとして日本に還流し、新品製品の

1/3以下の価格でホームセンター等で販売さ

れ利用されている。

12)塩化ビニル環境対策協議会「PVCNews」

36、pp.12-13、2001.3に移動式施設を紹介。
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