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古布リサイクルの最前線
その常識は非常識 ?!
10 月 22 日 ( 日 )
府中市市民交流センター “ プラッツ ”

超大型台風 21 号の接近で、大雨予報の出ていた 10 月 22 日、市民ごみ大学セミナーを予
定通り開催しました。案の定、これまでで最も参加者の少ない寂しいセミナーでしたが、雨
にも負けず来てくださった参加者の皆さま、講師の皆さま、本当にありがとうございました！
衣替えで整理する衣類に加えて、最近は、断捨離、終活、遺品整理などで、大量の衣類と
向き合う方が増えているようです。それらの衣類は「古布」として行政回収や集団回収に出
したあと、順調にリサイクルされているのでしょうか？
また、行政回収の「古布」の品目に、かばん、帽子、ベルト、皮革衣料、羽毛衣料などを
加えた自治体もあり、一昔前とは状況がだいぶ変わってきました。
そこで、最近の古布のリサイクル事情についてお話を伺いました。
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衣類リサイクルの現状と
地域づくりとしてのリサイクルへ
ナカノ㈱ リサイクル部事業企画室
たける

内田 長
ナカノ株式会社の紹介
弊社は、衣類の回収から再商品化、販売まで、衣類
リサイクルを責任もって遂行している会社です。
・1934 年

古繊維問屋として

さん

衣類リサイクルの主な流れ
回収されてきた衣類は、200 種類以上に選別し、中古
衣料、ウエス、反毛材料に分けます。＊ｐ３－図Ａ
中古衣料は、95% 強を主に東南アジアへ海外輸出し

神奈川県伊勢佐木町で創業

ています。ウエスは衣料の破れや汚れを除いて裁断し工

・1948 年

横浜市に移転

場用の雑巾に、反毛は繊維を綿に戻して車のシートの緩

・1965 年

山梨県にウエス工場開設（現在は閉鎖）

衝材や断熱材、建築資材になります。

・1971 年

神奈川県秦野市に選別工場開設

・1982 年

横浜市金沢区に梱包工場開設

・1990 年

フィリピン・マニラにウエス工場開設

・1998 年

フィリピン・スービックに

自社データですが、2015 年から 2016 年にかけて大き

総合リサイクル工場開設

く動き、中古衣料の割合が減り反毛原料が増えました。

・2017 年：横浜市金沢区に
総合流通センター「エコムナ」完成予定
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■ 各用途の選別割合
選別割合は市況に応じて変化します。以下のグラフは

＊ｐ４ーグラフＢ

これは、市況が高騰してバブルになった時に参入した

図Ａ

グラフＢ
グラフＣ

中古衣料の輸出金額（千円）

商社や外資企業の影響です。これらの企業の一部は中古
衣料を高値で買いあさり、選別もせず異物混入やかびて
いるような質の悪い中古衣料を輸出したため、日本の中
古衣料の信用が一気に失われてしまいました。業界とし
ては信頼回復に努めていますが、現在も中古衣料は落ち
込んだままで推移しています。
そのような悪質な企業は、この業界 にダメージを与
えたうえに中古衣料の価格が下がるとさっさとやめてし
まいました。＊グラフ－Ｃ

なものとするために大切なことは、きちんとした回
収ルールを守ること。古着を必要としている人口は

岐路に立つ衣類リサイクル

30 億人と言われていますが、次に使う人のことを考
えた「思いやり」が大切です。

・中古衣料の輸出は、2016 年 6 月をピークに急激に悪
化し、リサイクルの流れそのものにも深刻な影響を

衣類リサイクル、3 つのルール

及ぼしています。＊下ーグラフＣ

１． 回収対象外のものを出さない。

・ウエス、反毛も、国内産業構造の変化、労働人口の
減少、製造業の海外移転により、市場規模は縮小傾
向にあります。
・経済の波に揉まれながらも、リサイクルを持続可能

２． 衣類の状態（穴あきや汚れなど）に注意する。
３． 濡れないようにする（雨の日は出さない）
。
ポイントをまとめたチラシを業界で作成しました。
＊ｐ 5 －チラシ
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ごみでも資源でもない衣類リサイクル
古紙やびん、缶などの資源とは違い、衣類には「想
いがこもる」という独特の特性があります。
弊社には「亡くなった夫の思い出の衣類を全部クリー
ニングに出したので、送りたい」といった電話もかかっ
てきます。
「大切な人の服をごみにせず、活かしたい」
という方の思いを受け止め、リサイクルすることによっ

海外の植林活動で。
「軍手として使ってください」と「よみ
がえり」をお渡ししても、
大切にポケットにしまう方が多い。

て、有意義なツールとして役立ち、コミュニケーション
につながるようなリ サイクル品が必 要です。
そこで、
できたのが手袋「よみがえり」です。そして、
このリサイクルの意義を伝える情報発信が重要だと考え
ています。

地域の清掃活動で。

累計 344 万双の「よみがえり」が地域清掃活動、ま
ちづくり活動、途上国の住居建設支援、海外の植林活動、
等で活躍しています。また売上の一部は、2012 年より
2009 年 6 月に製品化した「特殊紡績手袋・よみがえり」
は、旅立った衣類が手元に戻り、また活躍するという衣

フィリピンにおける貧困層女性の出産や児童教育の支援
に充てられています。

類リサイクルの新しい形です。
特殊紡績とは、中古衣料の繊維を綿に戻し糸にした
もので、オンリーワンの風合い・色合いで、さまざまな
生活シーンで使うことができます。
2010 年には第 1 回神奈川リサイクル認定製品となり、

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

感想
9 月に父の遺品整理をして、確かに「古布には想いが

ヨコハマ・グッズ 001（2011 年）、かながわ産業Ｎａｖｉ

こもっている」という実感を持ちました。単なる「資源」

大賞（2015 年）
、資源循環技術・システム表彰（2016 年）

ではない衣類がリサイクルされ、「よみがえり」と名付

を受賞しました。

けられた軍手になって戻ってきて、地域活動などで活躍
する、というコンセプトがとてもいいですね。
それにしても、「雨の日に出された古布はリサイクル
できず可燃ごみとして焼却されている」という現実は、
もっと伝えていかなくては、
と思いました。
良かれと思っ
て分別し回収に出していますが、濡れてごみになってし
まっている量もかなりな量だそうです。雨の日や降りそ
うな日には出さない、を徹底したいものです。
また、一部の外部参入で日本の古布の信用が崩れてし
まったことには憤りを感じます。信頼回復のためにも私
たちはルールを守って回収に出しましょう。
途上国の住居建設支援の現場で。
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≡まとめ：江川美穂子≡
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2

あれもこれも…可燃ごみではありません
西東京市のリサイクル事業
西東京市みどり環境部 ごみ減量推進課 技能長
くにひろ

岩崎 都泰 さん

剪定枝のリサイクル事業

かばん・ベルト・ぬいぐるみは、布製や皮製のものに
限り、プラスチック製のものや簡易バッグ、ランドセル

剪定枝については、平成 28 年度に 500 ｔ資源化をし
ました。

は除いています。リサイクルシステムは、古布の回収を
委託している東多摩再資源化事業組合に相談して構築し

剪定枝は、可燃ごみ収集日に、可燃ごみを収集する車

ました。＊７ページに分け方・出し方

両とは別の車両で、資源ごみとして回収しています。大
量に出す場合は、事前に申し込んでもらっています。
回収した剪定枝は、市内の造園業者で中間処理され、

古布のリサイクル事業

以下のようにリサイクルされています。
①チップ化して牛舎の敷料に使用し、牛糞が混じった剪

●

定枝チップを堆肥場で発酵させて牛糞堆肥を作る。
②バイオマス発電のための燃料として使用する。

古布のリサイクルの流れ
回収業者が回収した古布は、袋に入ったまま大きな鉄

のカゴに詰められます。古布問屋がカゴごと回収し、そ
こで中古衣料、ウエス材、反毛材、ごみに選別されます。

生ごみ及び生ごみ一次処理物の
リサイクル事業

中古衣料は、ほとんどが海外（東南アジア）に輸出さ
れています。
古布の中の木綿製品は、装飾品やボタン、ファスナー

平成 26 年 10 月から生ごみの回収を始め（回収への協
力を申し込んだ家庭が対象）、平成 28 年度は、生ごみ及

などを取り除き、四角に裁断して工業用ウエス（雑巾）
に加工され、工場や作業現場で利用されます。

び生ごみ一次処理物を 250 世帯、27 ｔ回収しました。
29 年度は、電動生ごみ処理機の助成を減らし、生ご

反毛材としては、古布をほぐして綿状に戻し、紡識に
より布地や毛糸に再生したり、
フェルトにしたりします。

みのリサイクル事業にシフトさせたため、300 世帯に増

フェルトは、自動車部品や土木資材、建築用の防水シー

加しています。

トなどに利用されます。残りは、リサイクル不能品で、

なお、生ごみ処理機器の購入助成の申請件数が減少し

ごみとして焼却処分されます。

ていることから、平成 29 年度をもって助成制度そのも
のを廃止します。
回収した生ごみは、発酵させて堆肥にし、剪定枝チッ
プや発泡パワーボードを小石大に粉砕したものと混合し

●

古布類の用途別割合
一例を示すと、おおよそ中古衣料（リユース）50％、

ウェス材 15％、反毛材 15％、ごみ 20％。

て、リサイクル土壌として販売されています。リサイク
ル土壌は、高速道路や事業所の緑地帯の植栽、東京駅等

ざつがみバッグの普及

で使用されています。
可燃ごみに混入している雑紙の分別を促進するため、

かばん・ベルト・ぬいぐるみ
羽毛布団のリサイクル事業

新聞紙でざつがみバッグ（雑紙収納袋）を作製し、田無
庁舎・保谷庁舎の受付横で無料配布を始めました。
平成 28 年度の配布枚数は約 4,700 枚でしたが、29 年

平成 27 年 10 月から、古布類として回収を開始しま
した。回収を開始するに当たって、小金井市等を視察し、
参考にさせてもらいました。
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度は倍増し、１万枚を超えると予想されます。
作製には、市職員や市役所で雇用している障がい者臨
時職員が当たっています。
作り方については、
ホームペー

ジで紹介する一方、平成 28 年度から 29 年度にかけて、

今後の取り組み

作り方講座を 4 回開催しました。
●

製品プラスチックのリサイクル
不燃ごみの減量のため、現在、4 月～ 12 月に月１
回開催している、りさいくる市（フリーマーケット）
で、製品プラスチックを無料で回収しています。こ
れを今後も継続して行っていきます。

●

生ごみの回収増
電動生ごみ処理機の購入助成から生ごみそのものの
回収へシフトさせ、可燃ごみの減量を図っていきます。

平成 29 年度の取り組み
●

●

ざつがみバッグについては、今後も、障がい者就労

ごみ収集ルートの現状把握と効率的で最短のルートの作成

支援事業の一環として継続して作製していくと同時

ごみの見える化からごみ収集の見える化へ向けて、す

に、小学生や高齢者を対象とした作り方講座を開催
し、普及を目指していきます。

べての収集車にＧＰＳ機能付きタブレットを搭載し、現
在の収集ルートの現状を把握するとともに、走行距離、
ごみ収集量、収集時間等の客観的データから、効率的で
最短で収集できる収集区域と収集ルートを作成します。
また、収集車のナビゲーションも可能にします。
●

ざつがみバッグの普及

剪定枝の回収増
可燃ごみの減量に向け、剪定枝の回収を平成 28 年度

の 500 ｔから、29 年度は 600 ｔに増やします。

●

資源物の戸別収集
西東京市では、資源物についてはステーション収集
を行っていますが、市民サービスと資源化率の向上
のため、資源物の戸別収集の検討を始めます。

≡まとめ：小野寺 勲≡
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