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Ⅰ．緒言

現在，給食施設から廃棄される生ごみは，
自治体の処理場で焼却処分されるのがほとん
どであるが，焼却処分はコスト高やダイオキ
シン発生などが指摘されている1）。焼却処分
はダイオキシン発生に伴い，処分場の新たな
増設が難しくなり，現存する焼却処分場の活
用から廃棄物量削減の必要性が高まってき
た。そのため，国は2001年に食品関連事業者
が食品廃棄物の「発生抑制」「減量」「再生利
用」に取組むことを求めた「食品循環資源の
再生利用等の促進に関する法律（食品リサイ
クル法）」を施行した2）。
本大学を卒業する学生の多くは，管理栄養

士として食品関連会社または給食施設に就職
し，給食現場では管理運営を任される。よっ
て，管理栄養士が環境に配慮した廃棄物処理
を実施することは，ごみ問題における環境負
荷の軽減に大きく貢献することにつながるこ
とから，本学のような管理栄養士養成施設で

は，環境問題をより意識した給食経営管理が
できる人材を育成する必要がある。
そこで本研究では，1998年から2008年の10

年間の新聞記事から給食施設の中でも学校給
食施設を取り上げ，学校給食における環境に
配慮した生ごみ処理方法の現状と課題を読み
取り，管理栄養士が環境負荷の軽減を目的と
した廃棄物処理の取組を促進するための資料
とすることを目的とした。
新聞記事の記事数の増減は掲載される内容

についての社会の注目度を反映していると考
える。従って，その内容が目新しいものでな
くなり，ニュース性が低下した場合，記事数
は減少する。よって今回はこの記事数の増減
を社会の人々の関心の度合いと捉えて，生ご
み処理の新聞記事の情報から環境に配慮した
廃棄物処理への人々の関心と処理方法の変遷
を調べた。また，環境に配慮した廃棄物処理
の実施に至るきっかけの情報から管理栄養士
は，環境に配慮した廃棄物処理への取組みの
実施を促進するためにはどのような働きかけ
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をすべきかを検討した。さらに市町村全体や
学校1校といった取組規模の違いによって取
組手段が異なると考えられたことから，取組
規模ごとの具体的な処理方法の違いを調べ
た。給食現場に適した取組方法を選択するた
め，処理方法の短所，長所や課題を調べた。

Ⅱ．方法

1．新聞記事抽出方法
対象記事の抽出期間は，過去10年間の生ご

み処理方法の変遷を調べるため，1998年1月
～2008年12月の記事を対象とした。記事抽出
方法は，インターネットでの G―Searchデー
タベースサービスにおける「新聞・雑誌記事
横断検索」を用い，全国紙および地方紙に含
まれる記事を検索した（表1）。検索キーワー
ドがタイトルに含まれる記事のみを対象とし
た。朝刊記事のみでなく夕刊記事も対象とし
た。
検索キーワードは，学校給食での廃棄物に

は生ごみ以外にも牛乳パックや廃油などがあ
るが，今回は特に排出量が多い生ごみの処理
に関する記事を抽出する目的で以下のように

設定した。
キーワードは，学校給食に関する記事を対

象とするため「給食」，及び生ごみに関する
記事を抽出するため「ごみ」，「ゴミ」，「残飯」，
「食べ残し」，ならびに生ごみ処理の“発生
抑制”“減量”“再生利用”に取組む記事を抽
出するため「抑制」，「減量」，「減らす」，「利
用」，「リサイクル」，「活用」とした。

2．記事からの読み取り事項
検索記事より下記の項目に関する情報を読

み取った。
⑴ 環境に配慮した廃棄物処理への関心と生
ごみ処理方法の変遷
環境に配慮した廃棄物処理への関心の度合

いは，生ごみのみでなく「廃油」，「牛乳パッ
ク」という検索キーワードから廃油，牛乳パッ
ク処理に関する記事数も調べ，検索記事を
1998年～2008年の年次ごとに並べて記事数を
カウントし，グラフ化した年次推移から推定
した。また，生ごみ処理方法の変遷は，記事
の各事例から発生抑制，減量，再生利用の取
組に分類し，事例数を比較した。
⑵ 取組の実施に至るきっかけの情報
きっかけの情報は，記事内容から環境に配

慮した生ごみ処理の取組の実施に至った背景
及びきっかけとなった機関から読み取った。
⑶ 取組規模ごとの生ごみ処理方法の違い
取組規模は担当校数から①1校単独，②1

～10校，③センター1ヶ所，④11～30校，⑤
31校以上の5つに分類し，記事内容から担当
校を推定した。1～10校に属する1校の取組
の場合は，今後，規模を市内全体の学校に広
めるなど規模を数校に拡大する予定が記載さ
れている点が1校単独と異なる。また，セン
ター1ヶ所は担当校が3～19校である。
そして，取組規模ごとの生ごみ処理方法の

違いを調べた。

全国紙 地方紙

朝日新聞
読売新聞
毎日新聞
産経新聞

東奥日報
岩手日報
秋田魁新報
山形新聞
福島民報
茨城新聞
下野新聞
上毛新聞
北日本新聞
北國・富山新聞
信濃毎日新聞
岐阜新聞
静岡新聞
京都新聞
山陽新聞

徳島新聞
四国新聞
愛媛新聞
高知新聞
佐賀新聞
長崎新聞
熊本日日新聞
大分合同新聞
宮崎日日新聞
南日本新聞
琉球新報
沖縄タイムス

全国ニュース網

北海道新聞
河北新報
東京新聞
新潟日報
中日新聞
神戸新聞
中国新聞
西日本新聞

表１ 検索対象新聞
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⑷ 環境に配慮した生ごみ処理方法の長所，
短所や課題
記事より各生ごみ処理方法の長所，短所や

課題を読み取った。

Ⅲ．結果及び考察

1．環境に配慮した廃棄物処理への関心と生
ごみ処理方法の変遷
記事検索の結果，環境に配慮した廃棄物処

理に関する記事数は234件であり，その内訳
は，生ごみ，廃油，牛乳パックに関する記事
数は116件，66件，52件であった。生ごみ処
理に関する記事は，同じ事例を数件の新聞社
が記載していることもあり，重複記事を除く
と事例数は96件であった。
環境に配慮した廃棄物処理関係の記事の合

計数は1999年に最大であったが，2005年に最
低数を示した後増加し，環境に配慮した廃棄
物処理について社会の関心が高まってきてい
ることを示している。その中でも環境に配慮
した生ごみ処理に関する記事数は，1998年か
ら2000年に10件から19件と10年間で最も多
かったことから，生ごみ処理への関心は，
2000年に最も高かったことが示された。2000
年以降は16，15，10，8件と2005年に向けて
4件にまで減少した。2006年には13件と一時

的に件数が増したが，2007年，2008年は3件
と10年間の間で最も記事数が少なかった。
よって，学校給食における環境に配慮した生
ごみ処理への関心は，2000年をピークに2008
年にかけ徐々に薄れていることが分かった。
1998年から2000年にかけて人々の関心が高
まった要因としては，1997年に厚生省がごみ
焼却施設のダイオキシン類発生防止等に関す
るガイドラインを発表したことから3），焼却
処理に変わる生ごみ処理方法に注目が集まっ
たと考えられた。さらに，2001年には，国が
食品リサイクル法を施行したため4），法律施
行を見通して1999年から2000年にかけ最も関
心が高まったのではないかと推察した。2000
年以降薄れていた関心が2006年に1次的に増
したのは，食品リサイクル法の目標が平成18
年（2006年）までに20％以上発生抑制または
再生利用，減量の取組を実施するというもの
であったため4），2001年から2005年では猶予
期間として関心が薄れた可能性が考えられ
た。また，2007年，2008年に10年間で最も関
心が低かったのは，図1の廃油に関する記事
数が急激に増えていることから，給食の廃油
を燃料に変えるといったことに注目が集まっ
たため，生ごみに関する記事が減少した可能
性も考えられた。2008年の世界的な石油価格

図1 環境に配慮した廃棄物処理に関する記事数の年次推移
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の高騰が廃油に注目を集めた要因と推察し
た。週刊循環経済新聞編集部が2001年に業務
用生ごみ処理機メーカーを対象に実施した生
ごみ処理機の販売台数の調査では2000年の
2260台をピークに2001年には1267台に減少し
ていることから2），人々の関心とともに実際
に生ごみ処理機導入が2000年以降足踏み状態
になっている可能性が示された。
生ごみ処理方法（表2）の中で，発生抑制

の取組は4．2％～9．1％と事例数は少なかった
が，再生利用として堆肥化する取組は，1998
～2003年までは83．3％，84．6％，81．8％と8
割を占めていた。しかし，2004～2005年には
66．7％，2006～2008年は55．6％と減少した。
堆肥化する取組の詳細は，各学校や給食セン
ター等での生ごみ処理機の設置による堆肥化
についての事例は1998～1999年66．7％，2000
～2001年53．8％，2002～2003年31．8％と処理
機の内容が主であったが，2004～2005年

16．7％，2006～2008年11．1％と2004年以降は
減少していた。よって，堆肥化の取組の事例
の割合の減少は，生ごみ処理機を用いた取組
が減少していることが影響していると考えら
れた。また，2004～2005年，2006～2008年は
業者委託による堆肥化が，33．3％，16．7％と
生ごみ処理機を用いた方法16．7％，11．1％よ
りも割合が高いことから，2004年以降は，各
学校や給食センターでの生ごみ処理機による
堆肥化よりも業者に委託する方法が多く取り
入れられている傾向が示された。2004～2008
年では，堆肥化の取組が減少傾向である一方，
生ごみをバイオガス，バイオエタノール，電
気に燃料化する取組が16．7％，11．1％と増加
した。燃料化する取組の内容が増加したの
は，2004～2008年には市や区が民間企業と連
携した共同実験により給食の生ごみからバイ
オエネルギーを生産するといった新たな再生
利用への技術開発の試みといった事例がみら

生ごみ処理方法 1998～1999年 2000～2001年 2002～2003年 2004～2005年 2006～2008年

発生
抑制

食べ残し
減量

児童残飯量記録 0（0．0％） 0（0．0％） 2（9．1％） 0（0．0％） 0（0．0％）

主食提供量減量 1（4．2％） 0（0．0％） 0（0．0％） 0（0．0％） 0（0．0％）

減量
消滅化 処理機 0（0．0％） 2（7．7％） 1（4．5％） 1（8．3％） 0（0．0％）

炭化 処理機 0（0．0％） 1（3．8％） 0（0．0％） 0（0．0％） 0（0．0％）

再生
利用

飼料化 業者委託 3（12．5％） 2（7．7％） 0（0．0％） 1（8．3％） 3（16．7％）

堆肥化

自然発酵 4（16．7％） 3（11．5％） 2（9．1％） 0（0．0％） 2（11．1％）

処理機 16（66．7％）14（53．8％） 7（31．8％） 2（16．7％） 2（11．1％）

業者委託 0（0．0％） 4（15．4％） 3（13．6％） 4（33．3％） 3（16．7％）

詳細不明 0（0．0％） 1（3．8％） 6（27．3％） 2（16．7％） 3（16．7％）

小計 20（83．3％）22（84．6％）18（81．8％） 8（66．7％）10（55．6％）

燃料化

バイオガス 0（0．0％） 0（0．0％） 0（0．0％） 1（8．3％） 1（5．6％）

バイオエタノール 0（0．0％） 0（0．0％） 0（0．0％） 0（0．0％） 1（5．6％）

電気 0（0．0％） 0（0．0％） 0（0．0％） 1（8．3％） 0（0．0％）

小計 0（0．0％） 0（0．0％） 0（0．0％） 2（16．7％） 2（11．1％）

事例数合計 24 26 22 12 18

表2 生ごみ処理方法の変遷
（件）

・（ ）の値は各年次の事例数合計に対する各生ごみ処理方法の事例数の割合を示す。
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れ始めたためではないかと考えられた。

2．取組の実施に至るきっかけの情報
市，町，区といった自治体が，環境に配慮

した生ごみ処理方法の取組の実施のきっかけ
となった場合は51．1％と半数を占めた（表

3）。自治体は，国の法律や補助事業などの
影響を受けて実施に至っている点が記事の背
景から読み取れた。また，記事にはごみの埋
め立て建設が進まず埋め立て以外にごみの減
量，再生利用を進めなければならないといっ
た事情の記載もあった。
取組を実施するきっかけとなった機関とし

て学校給食センターは3．1％と市教育委員会
10．4％，学校10．4％，民間団体9．4％よりも
低かった。学校給食センターの実施は，管理
栄養士による取組のきっかけとなった可能性
が最も高いと思われたが，そのような記載は
見られなかった。よって，学校給食の現状で
は，管理栄養士や栄養士が積極的に環境に配
慮した生ごみ処理を実施する例がほとんどみ
られないことが新聞記事の情報から推定でき
た。自治体は，市清掃員や小学生といった個
人の意見を吸い上げ実施に至っている事例も
あったことから，管理栄養士や栄養士が環境

規 模 ①1校単独 ②1～10校 ③センター1ヶ所 ④11～30校 ⑤31校以上

各規模ごとの1日または年間の生ごみ排出量 2～70kg／日 10～280kg／日 15～600kg／日 150kg～1．4ｔ／日 50～2500ｔ／年

発生
抑制

食べ残し
減量

児童残飯量記録 2（8．7％） 0（0．0％） 0（0．0％） 0（0．0％） 0（0．0％）

主食提供量減量 0（0．0％） 0（0．0％） 0（0．0％） 0（0．0％） 1（4．5％）

減量
消滅化 処理機 0（0．0％） 1（5．0％） 3（18．8％） 0（0．0％） 0（0．0％）

炭化 処理機 0（0．0％） 1（5．0％） 0（0．0％） 0（0．0％） 0（0．0％）

再生
利用

飼料化 業者委託 0（0．0％） 2（10．0％） 1（6．3％） 3（25．0％） 3（13．6％）

堆肥化

自然発酵 12（52．2％） 0（0．0％） 0（0．0％） 0（0．0％） 0（0．0％）

処理機 8（34．8％）15（75．0％）10（62．5％） 6（50．0％） 7（31．8％）

業者委託 0（0．0％） 1（5．0％） 0（0．0％） 5（41．7％） 8（36．4％）

詳細不明 1（4．3％） 1（5．0％） 2（12．5％） 0（0．0％） 5（22．7％）

小計 21（91．3％）17（85．0％）12（75．0％）11（91．7％）20（90．9％）

燃料化

バイオガス 0（0．0％） 1（5．0％） 0（0．0％） 0（0．0％） 1（4．5％）

バイオエタノール 0（0．0％） 0（0．0％） 0（0．0％） 0（0．0％） 1（4．5％）

電気 0（0．0％） 0（0．0％） 0（0．0％） 0（0．0％） 1（4．5％）

小計 0（0．0％） 1（5．0％） 0（0．0％） 0（0．0％） 3（13．6％）

事例数合計 23 20 16 12 22

機 関 事例数

自治体（市，町，区） 49（51．1％）

教育委員会 10（10．4％）

学校 10（10．4％）

民間団体 9（9．4％）

学校給食センター 3（3．1％）

大学 1（1．0％）

事例数合計 96

表3 取組に至るきっかけとなった機関
（件）

・（ ）は事例数合計に対する各機関の事例数の割合
を示す。

表4 規模ごとの取り組み方法の違い

・（ ）の値は各規模ごとの事例数合計に対する各生ごみ処理方法の事例数の割合を示す。
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に配慮した生ごみ処理の実施の声を上げるこ
とで学校給食センターのみでなく，自治体全
体での取組に発展する可能性も考えられた。
今後，管理栄養士養成施設において，環境に
配慮した廃棄物処理の必要性を示すとともに
取組規模に適した処理方法としてはどのよう
な手段があるのかといったことを具体的に示
した教育を充実することによって，環境に配
慮した生ごみ処理の取組が促進される可能性
が示唆された。

3．取組規模ごとの生ごみ処理方法の違い
取組規模（1校単独，1～10校，センター

1ヶ所，11～30校，31校以上の5分類）ごと
に生ごみ処理方法の特徴について調べた結果
を表4に示した。
いずれの規模においても，堆肥化する取組

の記事が1校単独91．3％，1～10校85．0％，
センター1ヶ所75．0％，11～30校91．7％，31
校以上90．9％と大きく，環境に配慮した生ご
み処理方法としては，規模に関係なく堆肥化
の取組が最も取り入れられていることが記事
情報から明らかになった。堆肥化する取組の
詳細な方法では，1校単独の場合は，機械を
使わず微生物の力で発酵させる自然発酵の方
法の割合が52．2％と処理機を使用した方法
34．8％よりも大きかった。また，11校以上と
規模が大きい場合は，業者委託による堆肥化
の割合が41．7％，36．4％と3分の1以上の割
合を占めた。これより堆肥化する場合は，1
校単独では生ごみ排出量も少なく，経費が安
価な自然発酵による方法も実施可能である
が，取組の規模が大きくなるほど生ごみの量
も多くなり，業者委託による堆肥化が多く実
施されていることが明らかとなった。1校単
独では，環境教育が目的である事例が多くみ
られ，児童に生ごみが肥料になる過程を見せ
る目的で機械を使用しない取組が取り入れら

れている可能性も考えられた。燃料化する取
組は，31校以上の規模で13．6％と取組の割合
が他の規模よりも大きかった。燃料化の取組
が31校以上の規模で多かったのは，市や区レ
ベルでの民間企業と連携した新たなバイオエ
ネルギー開発に向けた共同実験の実施といっ
た事例がみられたことが要因と推察した。

4．環境に配慮した生ごみ処理方法の長所，
短所や課題
生ごみ処理方法の短所，長所は記載が少な

かったため，記載が多くあった再生利用の堆
肥化の取組に関する短所，長所を表5に示し
た。
堆肥化の取組の長所は，自然発酵，処理機，

業者委託いずれの方法においても，堆肥化す
る取組を実施することにより，児童が食べ物
やリサイクルの大切さを学び残飯の量が激減
するといった記載があった。児童が自分たち
の残した食べ物が学校で堆肥となり，学校の
花壇や農園で花や野菜を育てるといった体験
をすることにより食べ物や環境への意識が変
わったことが影響したという記述がみられ
た。堆肥化という再生利用の取組は，二次的
なメリットとして生ごみの発生抑制につなが
ることを示唆した。短所は，生ごみからでき
た堆肥が学校の花壇や農園のみでは使用しき
れないということであった。先に示した生ご
み処理方法の変遷において，堆肥化の取組の
割合が1998～2003年には，8割を占めていた
が，2004～2008年には6割に減少したこと
は，生ごみを処理する度に生産される堆肥の
利用先の確保が困難という点が課題であるこ
とが要因ではないかと考えられた。よって，
環境に配慮した生ごみ処理方法として堆肥化
の取組を実施する場合は，長所として児童の
環境，食に関する意識の高揚により残飯の発
生抑制が促進されることが上げられたが，堆
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肥の利用法を導入前に検討しておく必要があ
ることが示された。さらには堆肥化の取組の
長所として児童が生ごみを堆肥化しその堆肥
で作物を育てるといった経験を通して，食べ
物の大切さを実感することにより，食べ残し
が減少するといった事例が多かったことか
ら，管理栄養士の資格を持つ栄養教諭が学校
で実施する食教育において食の大切さを児童
に教育することが，食品廃棄物の発生抑制の
取組を促進することにつながるのではないか
と考えられた。
以上の結果より，管理栄養士が，環境に配

慮した生ごみ処理の取組実施を促進するため
には，学校や自治体への取組導入への働きか
けを積極的に実施するとともに，取組を実施

する場合は，勤務した施設の規模などに応じ
て生ごみ処理方法の長所，短所をよく検討し
た上で処理方法を選択する必要があることが
示めされ，管理栄養士が栄養教諭として食の
大切さを児童に教えることが生ごみの発生抑
制につながることが示唆された。

Ⅳ．要約

管理栄養士が学校給食において環境に配慮
した廃棄物処理の取組を促進するため，1998
年1月から2008年12月の過去10年の新聞記事
から環境に配慮した生ごみ処理方法の現状と
課題を読み取った。環境に配慮した生ごみ処
理への人々の関心は2000年以降薄れ，2005年
で最低値を示したが，2006年以降は廃油の記

処理方法 長 所 短所・課題

堆肥化

自然発酵

・食べ物の大切さやごみが有効利用できる
ことを学び食べ残しによる残飯が激減
（1件）。

・ごみに対する意識が変わってきた（1
件）。

・給食残飯が多すぎると7割ほどしか堆肥
化できない（1件）。

処理機

・自分の残した食べ物を自分たちで処理す
ることでものを大事にする心が芽生え食
べ残しが激減（1件）。

・食への関心が高まる（2件）。
・児童の前で堆肥化することは環境教育の
教材になる（4件）。

・学校で使用する肥料代が節約でき経済効
果あり（1件）。

・粉末になってもそのまま肥料として利用
できない（二次発酵が必要）（1件）。

・堆肥が学校だけで使いきれない分の利用
法の検討必要（3件）。
・有機肥料としてどのような植物に利用で
きるか明確にする（1件）。

業者委託

・ゴミ減量及び土壌の活性化につながる
（1件）。

・モデル校では野菜サラダの残飯23％が
8％へ激減（1件）。
・リサイクル野菜が給食に登場し，循環を
実感したことで，子供の環境に対する意
識が高まった（1件）。

・作物の成長に欠かせない窒素，リン酸，
カリを含み，野菜と花の肥料に最適（1
件）。

・堆肥の利用先の検討が課題。ゴミの絶対
量を減らす（1件）。

・業者に出して，戻ってくるまでの過程が
みられない。環境教育のためには理屈よ
り見せることが大事（1件）。

表5 堆肥化を目的とした生ごみ処理方法の短所，長所及び課題

・アンダーラインは長所，短所各々で異なる処理方法の間に共通して見られた事項を示す。
・（ ）は1つの長所又は短所・課題に関する事例件数を示す。
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事が増加した。生ごみ処理方法の変遷は，処
理機を利用した堆肥化の取組が減少傾向にあ
り，業者委託による堆肥化や燃料化の取組が
増加傾向にあることが示された。また，生ご
み処理の実施に至るきっかけの情報から管理
栄養士は，自治体などに環境に配慮した廃棄
物処理への取組みの実施を積極的に働きかけ
ることが必要であることが明らかとなった。
生ごみ処理の取組が小規模の場合は自然発酵
による堆肥化が多く取り入れられていたが，
規模が大きくなるにつれて業者委託による堆
肥化が多いことが示された。取組の短所，長
所の情報から堆肥化は，児童の環境と食への
意識を変え残飯の発生を抑制するといった利
点があるが，堆肥の利用先をよく検討した上
で取り入れる必要があることが明らかとなっ

た。
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