
京都市のバイオ・ディーゼル燃料化事業
市民参加でリサイクルの環

小林 あきろう

私は以前にも、本誌1997年11月号（Vol.54）

に「走り出したバイオディーゼル燃料車」と題

して、京都市のバイオディーゼル燃料車の取り

組みについて、市会本会議質問を中心とした小

文を投稿させていただいた。今回はその第２弾

となるわけだが、京都市において、使用済てん

ぷら油の市民回収運動が何故本格的に取り組ま

れるようになったか、その経過をバイオディー

ゼル燃料（ｅオイル）との関係で、まず明らか

にしておきたい。

京都市環境局の取り組みの概要

ここで改めて京都市環境局「廃食用油ディー

ゼル・エンジン燃料化事業」についてその概ね

を紹介する。

１．事業の概要

1996年10月に、空き缶・空きびん分別収集を

実施するにあたり、分別収集車４台にて廃食油

をディーゼルエンジン燃料に転換したバイオ・

ディーゼル燃料の走行実験を実施。この事業は

厚生省（生活衛生環境整備課 、農林省（食品）

流通局食品油脂課）との連携のもとに実施され

た。

バイオ・ディーゼル燃料（＝ｅオイル）は、

レストランや食品工場、家庭から排出される廃

食用油をディーゼルエンジン燃料に転換したも

ので、本事業において、その生成燃料を本市の

ごみ収集車の燃料として利用しようとするもの

である。

本市では、廃食用油から生成したディーゼル

エンジン燃料の特性、その再資源化技術（メチ

ルエステル化反応及び装置 、自動車燃料等へ）

の再利用に関する法的適合性などについて、事

前調査及び検討を行ってきた結果、一定評価す

るに値すると判断した。

そのため、10月１日から、全市域で空き缶、

空きびん分別収集を実施するにあたり、その収

集車４台にて、バイオ・ディーゼル燃料走行実

験を実施し、安全面や環境面の確認を行った後、

1997年４月をめどに、ごみ収集車への本格利用

を図っていった。

２．目的と背景

廃食用油のリサイクルについては、従来石鹸

等の原料に再利用されてきたが、近年の円高や

関税の引き下げ等の影響により、安価な材料の

輸入が急増してきた。その結果、従来から培わ

れてきたレストラン等の業務用廃食用油のリサ

イクル体系や、家庭の廃食用油回収の取り組み

が危機に瀕し、廃棄物の適正処理や資源の有効

利用の視点から、廃食用油の新規需要開拓が大

きな課題となっていた。

この様な状況のなかで、廃食用油からディー

ゼル燃料に転換する再資源化技術の開発がなさ

れたのである。この取り組みの実用化により、
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以下の効果が期待できる。

①ごみ減量及びリサイクル

現在廃棄物として、台所の流し等に捨てられ

ている廃食用油を資源として有効利用でき、河

川等の環境保護に役立つとともに廃食用油の安

定的なリサイクル体制の確立を図る。

②ごみ収集車の排ガスのクリーン化

硫黄酸化物及び黒煙が非常に少なくなるとと

もに、地球温暖化につながる自動車排ガス中の

二酸化炭素の発生量も少なくなることが考えら

れる。

③清掃事業への市民の理解の促進

空き缶、空きびん分別収集車の燃料に利用す

ることにより、環境保全型の循環型社会をめざ

している本市清掃事業への市民の理解と協力に

つながる。

３．バイオ・ディーゼル燃料への再資源化技術と燃

料の特徴

(1) 廃食用油をディーゼル・エンジン燃料へ

転換するためには、植物油（サラダ油・なた

ね油等）の粘性度（軽油の11～13倍）や引火

点（約300度）を下げる必要があり、植物油

にメタノールを触媒を加えて、粘性、引火点

の低いメチルエステルに転換する。

(2) バイオ・ディーゼル燃料の特徴

・硫黄酸化物（ＳＯＸ）がほとんど含まれず、

黒煙は軽油の１／３～１／６に減少

・地球温暖化につながる排ガス中の二酸化炭素

（ＣＯ ）発生が軽油に比べて約10％減少。２

・軽油に比較してエンジン性能（馬力）はほと

んど変わらない。

４．関係省庁との事前協議の状況

廃食用油の再資源化及びごみ収集車の燃料へ

の使用に関して、事前に関係省庁と法的適合性

などについて協議が行われ、厚生省（廃棄物処

理法 、通産省（品質確保法 、運輸省（道路） ）

運送車両法 、消防局（危険物取締法 、農水） ）

省（食用油の所管省庁）などそれぞれの省庁に

おいて、法的には特に問題がないことが判明。

また、どの関係省庁ともおおきな関心を寄せ

ており、走行実験に対して、厚生省、農林水産

省が協力連携することとなった。

５．バイオ・ディーゼル燃料の供給と京都市内での

廃食油の排出状況

①バイオ・ディーゼル燃料の供給

・プラントの燃料発売元： 株）ロンフォード（

・プラントの製造元：滋賀計器工業有限会社

・プラントの能力：約4000リットル／日

・プラント開発アドバイザー：

京都大学名誉教授・工学博士 清水剛夫

・燃料の価格：軽油並み

②京都市内での廃食油の排出状況

・現状の本市のごみ収集車の年間使用燃料は約

70万リットル

・京都市内での業務用廃食油の回収業者による

年間回収実績は、約200万リットル

６．バイオ・ディーゼル燃料化事業の取り組みの経

過について

1996年７月～８月 法的適合性等について、関

係省庁との協議を開始

８月 クリーンセンター敷地内での走行

実験

10月 空き缶・空きびん分別収集車４台

で、６カ月間の長期走行実験実施

1997年６月 全清掃事務所のごみ収集車20台で、

１カ月間の走行実験実施

８月 家庭系廃食用油のモデル回収実験

を開始。順次回収を拡大

９月 市会本会議にて私が初めて本格的

質問を行い、桝本市長・稲津清掃局長

がごみ収集車全車(220台)に本格導入

を約束

11月 同実施

12月 本市においてＣＯＰ３（地球温暖
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化防止京都会議）開催

1998年４月 家庭系廃食用油の97年度回収実績

は4万265リットル、回収拠点は市内の

219学区中７学区13カ所に整備

1999年１月 バイオ・ディーゼル燃料（ロンフ

ォード社ｅオイル）が、新エネルギー

財団による平成10年度の｢21世紀型新

エネルギー機器等大賞(新エネ大賞 」）

の資源エネルギー庁長官賞を受賞

９月 市庁舎・まち美化事務所に廃食用

油の回収容器を設置し、回収を開始

2000年１月 1999年４月～12月までの回収実績

は45万627リットル、回収拠点は市内2

19学区502カ所に整備。なお、現在市

バスにおいても試験的に使用中である

事業系廃食用油回収について

現在、京都市環境局及び交通局において、バ

イオ・ディーゼル燃料を（株）ロンフォードか

ら購入しているが、このロンフォード社は、

（株）レボインターナショナルという回収業者

から廃食用油を購入している。

京都市内において家庭からの廃食用油回収が

行われるようになった現在も、またそれ以前も、

回収された廃油は圧倒的な比率で事業系回収が

中心となっている。

そこで （株）レボインターナショナルから、

事業系回収についてのヒヤリングを行ったので

簡単に報告しておきたい。

１．事業系回収についての経過

1996年４月

地球の環境を守る会発足（ボランティア 、）

奈良県内で大和川流域を中心に活動が開始さ

れた。その後 （株）ロンフォードの事業に、

共感し、廃食用油の回収を始め、京都府内の

事業系回収が始められ、回収システムづくり

の協力がなされる。こうした活動のなかで、

任意団体では立ち入れない公的機関等があり、

法人設立が必要となる。

1998年７月

会社設立に向けた組織作りのため、組織名

を「ＲＥＶＯ」として活動（ボランティア）

を開始、リサイクルを事業として展開してい

くことが可能であるか、企業として設立が可

能であるかが研究される。

京都市だけではなく、全国展開に向け、回

収範囲を近畿一円に拡大。

1999年10月

（株）レボインターナショナル設立。事業と

して本格的にスタート。

２．年度別回収量

1998年 146万9300リットル

（京都市内100万8531リットル）

1999年 198万5353リットル

（京都市内146万2965リットル）

３．回収件数及び回収車台数

1998年 1650件（京都市内1100件）８台

1999年 2213件（京都市内1600件）10台

４．回収方法

専用トラックで、店舗に直接出向き、一缶等

により排出された廃食用油をトラックに積載し

ているドラム缶に移す。そして産業廃棄物とし

てではなく、資源として、資源（有価物）回収

（対価交換）を行っている。

５．問題点と課題

当初は、廃食用油をほとんど産業廃棄物＝ゴ

ミとして排出してきた事業者に対し、バイオ・

ディーデル燃料とする有意義な事業であること

の理解を得るように、営業活動が行われた。初

めの頃は、費用負担が無いから等とクチコミで

広まり、現在ではこうした活動趣旨が徐々に理
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解され、事業者の認識も深まりつつある。

京都市における廃食用油再生燃料事業が、プ

ラント購入建設の段階に達した今、全国自治体

へのさまざまな影響は必至であり、これからは、

行政側からのさらなる積極的な事業者への指導、

啓発が望まれており、資源環境・環境保全等の

リサイクル社会の構築に向けた市民意識の高ま

りのなかで、事業系廃食用油の飛躍的な回収の

拡大が全国的に期待されるところである。

次に、一方、家庭からの廃食用油回収はどの

ように変化していったかについて、上京区にお

いて積極的に議員の立場で関わってきた経過も

含めて報告したい。

家庭からの廃食用油回収事業の経過

1997年８月 家庭系廃食用油のモデル回収実験

が開始される（左京区・下鴨・葵・松

ヶ崎の３学区６拠点 。）

これは以前から、てんぷら油を石鹸

にする運動を推進してこられた地域の

環境活動家の方々等を中心としながら、

その回収ルートを使うなど、さらに充

実した活動に転じられたとお聞きして

いる。

９月 市会本会議での一般質問で私が初

めて、バイオ・ディーデル燃料の本格

的実施に向けた考え方について質問。

当局より、地域温暖化防止京都会議開

催の時期（12月）に合わせ、11月から、

全ごみ収集車における利用を進めてい

く。家庭からの廃食用油回収について

も、地域住民を主体に実施地域を拡大

していく、との考えが示された。

10月 上京区保険協議会連合会会長Ｋ氏

へ私が訪れ、廃食用油の意義と要請を

行い、Ｋ氏はこれに応えて全市保健協

議会連合会や上京保健協議会連合会等

の会合で積極的に発言開始。

11月 クリーンセンター敷地内に給油ス

タンド設置（３カ所 。ごみ収集車全）

車にバイオ・ディーゼル燃料を導入。

1998年１月 右京区において家庭系廃食用油の

回収開始（４学区７拠点）

５月 上京区小売酒販組合の会合で

（株）ロンフォードと私が招かれ、廃食

用油回収をテーマにした勉強会が行わ

れた。参加者は約30名であった。我々

からの報告、説明を受けて、酒店の皆

さんの方からは、規制緩和のあおりを

受けて、小売酒店がこの間激減し厳し

い状況にある。廃食用油回収運動が、

こうした状況を突破する手段の一つに

ならないか、との質問があった。食用

油を取り扱っていることもあり、その

後、上京では何軒かの酒店が回収拠点

として協力してくれている。

11月 市会本会議一般質問で、私がバイ

オ・ディーゼル燃料化事業の発展に向

けて早急に家庭からの廃食用油の回収

地域を拡大すべき、と質問提言する。

当局より、上京区をモデル行政区とし、

常設の専用回収容器設置や地域の各種

団体役員宅等へポリタンクを配布し、

廃食用油の受け入れ体制を整えて行く、

との回答あり。

12月 上京区を回収事業のモデル行政区

に指定。

1999年１月 上京地域女性会連合会新春役員

会・懇親会が開催され、私が招かれて、

「使用済てんぷら油の回収運動」につ

いての意義を訴え、協力の要請をする

機会が与えられた。約50名程度の参加

者であり、各学区の地域女性会の役員

さん方であった。

率直に言って地域女性会の政治的傾

向は自民党寄りであり、民主党の私が

招かれるということは、今までになか
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ったことであった。統一自治体選挙を

４月に控えた時期に、こうした機会が

提供され、おおいにありがたいもので

あった。環境問題、てんぷら油市民回

収の課題は、党派を越える動きをつく

るものだ、との思いを持った。

その後、上京区各学区において、回

収拠点と回収運動の拡大が行われてい

くが、地域女性会役員の皆さんがそれ

ぞれのところで協力していただいてい

る実態を聞き、大変ありがたいことと

思っている。

以上が、おおまかな家庭からの回収経過であ

る。

むろん、私の出身である上京区中立学区でも

取り組みに対する要請をさせていただいた。私

が学区の体育振興会会長・学区交通安全会会長

をしている関係で、中立学区住民福祉協議会理

事会の一員として会合に出席する機会があり、

廃食用油の市民回収が始まっていること、上京

区がモデル行政区となっていること、ｅオイル

がリサイクル低公害燃料として優れていること

等を訴えさせていただいた。

また、個別に住民福祉協議会会長や保健福祉

協議会会長に具体的取り組みについて要請、相

談をさせていただいた。さらに、地域ゴミ減量

推進会議を立ち上げることを提言し、住民福祉

協議会会長が先頭となって行政の協力のもとに

組織が確立された。補助金で、旗、全戸配布用

チラシ等情報宣伝活動が行われている。

おわりに

私事にわたることで恐縮だが、私は今年４月

から、立命館大学大学院産業社会学部社会学研

究科博士過程前期生として社会人入学し、研究

テーマ「使用済てんぷら油市民回収運動の検証

とシステム化に関する研究」を、リム・ボン助

教授の下で取り組むこととなった

１昨年７月に、宮城県東和町で開催された

「全国ホタルサミットin東和」に参加した際、

同行参加してくれた京都市職員Ｈ氏がリム・ボ

ン先生と親しく、彼も社会人入試を受けるので

一諸にどうか、とのお誘いをいただいた。

「エ！ 今さら－」とも思ったが 「使用済、

てんぷら油の市民回収運動」は、まだその途上

であり、今後、さらにいろいろな組織や人達の

協力を必要とする重要な課題であること、私が

議員として当初から深く関わり、今後も目標達

成に向けて頑張って行きたいと思っていたため、

この際、過去の活動の経過を振り返り理論的に

整理し、関係者に何等かの形でお返しさせてい

ただくことも有意義なことではないか、また、

ともすれば弛緩しがちな自らの日常生活や議員

活動にカンフル注射を行い、カツを入れ、自分

の後半人生に「シン」を入れてみるのも良いこ

とではないかと思い受験し、幸いパスできた次

第である。

いずれ正式に、私の研究テーマとして、この

「回収運動」が確定されれば、さらに深い研究

が要求され、成果物もできることとなる。そう

なれば、皆様方にはもう少しまとまった報告を

見ていただくことになるが、今回は、その前段

の「現状報告」のようなものとして資料を中心

に出させていただいた。
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区 学区／（総学区数） 拠点数

北　区 7／（19） 12

上京区 17／（17） 207

左京区 12／（24） 21

中京区 4／（23） 36

東山区 3／（11） 4

山科区 4／（13） 12

下京区 8／（23） 27

南　区 4／（15） 4

右京区 15／（22） 26

西京区 13／（17） 154

伏見区 8／（35） 9

合　計 95／（219） 512

表　廃食用油回収拠点整備状況について



最後に、私が立命館大学大学院を入試する際

に提出した「研究計画書」を掲載させていただ

き、私のバイオ・ディーゼル燃料車事業の今後

の取り組みについての基本的考え方を述べさせ

ていただくことにする。

＜研究計画書＞

上京区における使用済みてんぷら油市民回収

運動の検証とシステム化に関する研究

１．上京区における地域コミュニティの状況と

研究の目的

現在、全国を覆う不況や少子高齢化により社

会が大きく変化してきている。京都市の都心区

である上京区は、長い間にわたり京都の基幹産

業として君臨してきた西陣織や友禅などの和装

産業が長期にわたり低迷し、大学移転にともな

う学生の減少・若年層の流失、バブル経済の後

遺症と相続税問題に根差している町家の減少と

駐車場とマンションの激増、地域コミュニティ

の低下や学校の統廃合と跡地利用の問題など、

地域社会の変化は、ソフト・ハード面のさまざ

まな分野にわたり危機的な状況にある。

これらの状況を改善するには、地域コミュニ

ティや市民運動団体、中小企業者と市会・行政

の従来の協力関係をより有機的に連携させる必

要があり、そのために、それぞれの関係をより

効率的にコーディネイトできる市会議員の役割

の重要度が増し、力量の向上が問われるものと

考えられる。

そこで、一昨年から地域コミュニティや市民

運動団体の協力のもとに上京区の全学区におい

て展開している「使用済みてんぷら油の市民回

収運動」について検証を行い、地域コミュニテ

ィをベースにした市民と事業者、市会・行政の

パートナーシップによる市民運動をコーディネ

イトするための手法について調査研究を行う。

２．検証方法とシステム化に向けた計画

①使用済みてんぷら油の市民回収運動の検 証

上京区には、地域の各種団体による活動や地

域に根差した市民運動を進めている人々が多数

あり、議員活動を通してそれらの方々と活動を

共にしてきた交流の蓄積を踏まえ、リム・ボン

助教授が開発されたコミュニティ・バランス・

モデルを活用し 「使用済みてんぷら油の市民、

回収運動」の学区毎の状況を客観的に判断しな

がら、京都市環境局や上京区役所などの行政の

各セクションのヒアリングを行い、現在までの

活動実績と今後の課題を検証する。

②都心区と周辺区をモデルとしたシステム 化

地域コミュニティに根差して展開している

「使用済みてんぷら油の市民回収運動」の手法

を同僚議員の協力を得て、都心区（中京区）と

周辺区（伏見区）をモデル区に事業の拡大を図

るとともに、その実績をシステム化する。また、

「御所の森音楽協会コンサート活動」や「京都

市に流入するすべての河川でのホタル復活に向

けた活動」などの実績についても検証を加え、

体系化し、地域コミュニティの再生や地場産業、

地域商店街の活性化に寄与する市会議員として

の政策提言の在り方と事業化（地域コミュニテ

ィへのフィードバックなど）に向けた手法の普

遍化について研究する。

（こばやし あきろう・京都市議会議員）
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