
デンマークの廃棄物処理制度について

「本日のテーマ」：
デンマークのゴミ処理から学ぶ

Hvidovre Vindmøllelaug I/S
機種：シーメンス社3.6MW
年間発電量：約1070万ｋWh
出資者数約2,000人
設置年月2009年11月

2020年3月11日（水）

会場：滋賀県高島市新旭観光
物産プラザ



デンマーク王国の概要

●面積：約４３,１００ｋｍ2

九州と山口県の面積

●人口：約580 万人（2018 年）

兵庫県の人口(約554万人）

●首都：コペンハーゲン市

（首都圏人口 約129万人）

●言語：デンマーク語

●宗教：福音ルーテル教

.●政体：立憲君主制

●元首：マルグレーテ2世女王

●GNP: 1人当り約5万ドル(2016年)

日本人の約1.2倍

風のがっこう

強風地帯



デンマークという国は

• 多数の島と平坦な国土（約400、内有人島75、最も高い場所は海抜
173メートル）

• キリスト教（ルーテル教）を国教とする国（牧師は公務員、教会数
約2400）

• 食糧自給率カロリー計算*で１００％以上、農産物輸出国（総輸出
額の9.5％で、主な輸出品は豚肉、酪農製品、ミンクの毛皮など）

*100g 当たり： 豚肉＆牛肉約250Kcal、レタス白菜約18Kcal 
• 教育と職場が連携し、職種労働組合を持つ国*

*労働条件は雇用者組合の代表と就労者の組合の代表が決める
• 世界で最も国民間の信頼が高く、汚職が最も少ない国
• 世界で最も地球温暖化対策を進め、 58ヶ国中最も京都議定書の約

束を守っている国：ジャーマンウオッチ,エネルギー自給率94％
（2015年）、83％（2016年）、８５％（2017年）, 83% (2018年）

• 国際的企業 レゴ、風車メーカー、世界最大のコンテナー船を所有
するマースク、Novoノーデスク社、カールスビール社など、

• 世界から最も『幸せな国』と呼ばれている国、。理由として、大学
まで授業料は無く、学生の生活費は、国が支援し、病院での治療費
は国庫負担。国家財政の財源の約70％は所得税と消費税。



増え続けるデンマークの人口数（注）と年齢別人口分布
2018年第一四半期 ＊注2000年533万人、2017年579万人、2019年580万人

年令

男 女

総人口数5,781,190人

2017年出生者数61,397人
合計特殊出生率1.75
同年、日本1.43

デンマークの
65歳以上の人口比率
2007年15.3％
2017年19.1％

日本の
65歳以上の人口比率

2018年27.8％



デンマークの対日輸出入額推移
単位：10憶クローネ約185億円

デンマークの輸出額

デンマークの輸入額

出典：デンマーク統計局及びデンマーク産業協会

16×18５憶円
＝約2.900 憶円



デンマークの環境・エネルギー政策

• デンマークの環境・エネルギー政策の根源には国民が生存す
るために最低必要な食料の確保と水を汚染から守り、エネル
ギーの自給があります。具体的には、風力発電の導入策では
農地（食料確保の土地）を利用し電力エネルギーの自給と国
民を大気汚染から守る環境政策です。（例：世界中で脳溢血に罹る人
の数は約1500万人、その中で16.9％は大気汚染,によるもの ）

• バイオガス導入策の背景には水を汚染から守り（デンマークの飲

料水は地下水で、塩素での消毒は認めていない）、食料とエネルギー
（通常電気とお湯生産のコージェネ発電）の確保です。

• バイオマス利用では国内エネルギー資源（可燃廃棄物含め）
を活用し、エネルギー自給化と国民を大気と水の汚染から守
る政策です。

• デンマークではエネルギー問題を環境問題から切り離して、
考えていません。理由は地球温暖化問題は人間を含め自然界
に生育する全ての動植物への大きな課題であるためです。



オイルショックの教訓を生かしたデンマーク
エネルギー政策

• イスラエルとアラブ諸国の紛争が原因となり石油価格が急騰。

• 低いエネルギー自給率（1970年当初約２％）

エネルギー計画1976年
• 国外資源の離脱に向けた最初のエネルギー政策（１９７６年）では、

当時の政府及び労働組合も含めた業界は、90万ｋWの原子力発電所
4か所への導入と130万ｋW2基の導入も検討した。

• この政府政策案に対し、一般人の中から原子力発電所導入計画反対
運動が始まり、その後デンマークでは原子力発電所の導入賛否に関
し国民間で約10年間の議論が交わされました。（これに関する詳細はホー

ム・ページに掲載済み）



第二次オイルショック*で政策転換に拍車
*イランとイラクの紛争が原因

エネルギー計画１９８１年

• 再生可能エネルギー源への補助金制度の導入
• エネルギーの効率的利用の促進
• エネルギー源の分散化の促進
• 建物への省エネ対策費への補助金制度の導入

これらへの財源は電力と石油への課税額の増額で賄う。
公共エネルギー計画1985年
• 北海油田開発への許可（15か所の採掘許可発行）

• 1985年議会で、原子力発電に依存しない公共エネルギー政策を導入。 導入反
対の主な理由は事故が発生した場合、巨額な後始末代がかかること、原発から
出た廃棄物の処理問題など。

• 原子力発電の代わりに、政府と電力会社との間で「１００MW風力発電導
入策」を決議、その他天然ガス、麦わら、木屑、バイガス、廃棄物源を基
にした分散型コージェネ発電所450MW導入策を決めた。

～1986年4月チェルノブイリ原発事故～



エネルギー2000年が政策の柱

1990年に持続可能な発展をするための環境政策を策定

• エネルギー消費量を2005年までに１９８８年に比べて15％削減する。

• 地球温暖化の原因の一つである、二酸化炭素の排出量を２０％削減す
る。

• 二酸化硫黄(SO2）、窒素酸化物（ＮＯX)の放出量をそれぞれ６０％、
５０％削減する。

「行動計画」
エネルギー消費量の削減
エネルギー供給体制の効率化
クリーンエネルギーへの切り替え
省エネ研究開発の奨励
これらの財源は電気と灯油への炭素税の導
入（1992年3月）によって賄う。



国内資源の活用に努めること：

バイオマス*を利用したデンマークのエネルギー供給

洋上風車世界最大バイオガスプラント

バイオマス

麦藁3㎏＝灯油1リットル

麦藁の熱料トン当たり４
M Wｈ

イギリスとドイツから廃棄物を輸入する
廃棄物コージェネ発電所。
可燃廃棄物4㎏＝灯油1リットル

木材硬い木程カロリーが多い

可燃廃棄物は国外からも輸入しコージェネ発
電に利用している。

麦藁も燃料

木材ペレット1トン＝
灯油約500リットル

但し値段灯油の3分の1

* バイオマスとは、木材、麦藁、可燃廃棄物などのこと



国内資源の活用に努めること：

バイオマス*を利用したデンマークのエネルギー供給

洋上風車

農場用バイオガスプラント

バイオガスプラントの構造

発酵槽

コージェネ発電機 ガスタンク

液肥タンク豚や牛小屋



廃棄物の処理計画案について

• デンマークでは1990年に入って廃棄物を「資源」と規定し、廃棄物の処理
に関する制度採択、1993年3月21日付け廃棄物省令を基に各市町村に

対し「廃棄物処理に関する計画書」の作成することを義務化、同計画書
では短期（4年）と中・長期計画案（12年）を基に廃棄物の取り扱いと処理
についての計画案作成する。現在適用されている廃棄物省令は2019年3
月13日に発効された環境及び食糧省省令で、2024年までの計画案の立
案となっています。

• デンマークの市町村数は98、廃棄物の処理は市町村独自に実施せず、

隣接する市町村が集まり、廃棄物の処理の会社を設立しそこが実務を
取ることにしています。その会社の運営管理には市町村の職員（廃棄物
問題担当官）が監督に当たることになっています。

• 「廃棄物計画書」の中身は①廃棄物処理に関する現状報告として、廃棄
物の中身、出所から最終処分するまでの処理状況。②廃棄物を燃料とし
ているコージェネ設備の焼却容量、最終処分場の残余容量などが記載さ
れることになっています。



デンマークの廃棄物の処理に関する規定

• 2019年３月13日から適用された廃棄物省令は全部で68条の条項

• 「廃棄物」の定義から廃棄物の取り扱いと処理に関するランク付けが規
定され、違反した場合の罰職規定にも触れていまいます。

• 廃棄物の定義

廃棄物とは物を所有していた人や事業が捨てる物質としている。

• 廃棄物の処理に関するランク付けは

① リサイクルが出来る廃棄物（ビン、レンガ、など）

② リサイクル（石膏ボード、ガラス容器、プラスチックど）

③ その他利用価値のある廃棄物・・・焼却できるもの、出来ない物を細かく
規定し、例えばPVCはリサイクルや燃料化できない廃棄物中に入り、可

燃廃棄物では可燃物を焼却することで環境負担にならない物、リサイク
ル、特別処理が必要な可燃廃棄物を除く物と決めています。

④ 埋め立となっています。

• 廃棄物の燃料化の施設は、国の認定許可を受けた施設のみと規定され
ています。



デンマークの廃棄物取り扱い及び処理のランク

①

②

③

④

少し手を加えることで

リサイクルが出来る廃棄物

リサイクル

役立つ物

埋立



役に立つ廃棄物の焼却に適した廃棄物とは

• 焼却に適した廃棄物 : リサイクルが出来ない物でエネルギー源として利
用できる廃棄物を指す。

• 廃棄物の焼却目的はエネルギーを得ることであると規定し、その理由は
廃棄物が化石燃料の代替としてエネルギー資源となるため、と規定して
います。

• この背景には、エネルギー自給の促進、外貨の節約、埋立量の削減、雇
用の確保などに繋げるため、と見ています。

• デンマークの廃棄物焼却に関する省令

省令11条「廃棄物焼却炉の担当は資格のある者が携わる」、

省令1２条「焼却して得るエネルギーの最大活用」と規定しています。

省令14条「焼却温度はどのような状況においても焼却炉の温度は最低２秒

８５０度が保持出来る構造物であること、有害廃棄物の焼却温度では最大２
秒で１１００度とする。焼却温度が９００度に達するとダイオキシンが消滅でき
る」。よってデンマークの廃棄物焼却温度は８５０度～１１００度と規定してい
ます。



デンマークにおける家庭用日常ゴミの収集について

• 各住宅には、毎日の生活から出た生ゴミなどの廃棄
物を捨てる240リットルの可燃廃棄物用ボックスが配

給され、他に新聞やその他紙用のボックルが、配給
されている。

• 市との契約により大きなボックスの配給も受けること
が出来ます。その場合料金も上がります。

• 廃棄物の収集は市と契約した収集車が集め、この収
集車は市が決めた処分施設に収集して物を運ぶこと
になっている。

配給された廃棄物
ボックス

ボックス収集車日常生活ごみ



産業廃棄物の収集について

• デンマークには産業廃棄物処理会社は無く（但しゼロではない）、産業廃棄
物の運搬業者があるが、処理に関しては行政の責務となっています。

• 「産業廃棄物の収集、登録、報告義務制度」に関し、廃棄物省令において、
産業廃棄物を収集する業者は市議会に登録する義務があり、市議会の要請
に基づき、以下の書類を揃え市議会へ報告する義務があります。

① 廃棄物の運搬料に関する書類

② 廃棄物の内容と量に関する書類

③ 廃棄物の生産または出所＊に関する書類

④ 廃棄物の運搬先（処理）に関する書類

書類の保管年数義務は5年間

＊廃棄物の生産または出所とは

デンマークの事業主の中で、廃棄物の処理に関して登録された事業主で、

リサイクルが可能な廃棄物を出す全ての事業主は、搬出した廃棄物に関し、リ
サイクル量、焼却量、埋立量、有害廃棄物量の登録義務を負います。



廃棄物リサイクルセンター

廃棄物省令の規定で各市町村はリサイクルセンターの整備が
義務付けられ、何処の町にもりサイクルセンターが所在する。
但し住宅数に合わせその分類が異なる。

ウアンホイのリサイクルセンター

庭から出た廃棄物
の置き場

ゴミ運び用トレーラー

生垣のカット

ガラス容器ボックス

廃棄物用コンテナー



廃棄物の処理費用

• 個人であれ、企業であれ廃棄物は人や事業主がいらなくなった物を捨て
るための処理代という判断から、デンマークでは個人住宅を持つ人に対
しては不動産税と共に廃棄物処理代を払うことになっている。集合住宅
等に住む人たちは家賃の中に含まれている。

不動産税の請求書とその内訳の例内
廃棄物の年間処理代金（2020年）
・共同費・・・ 96.25kr. 
・その他住宅1軒当たり・・・ 703.75 kr. *
・240リットル可燃廃棄物14日毎回収・・・ 911.25kr.
・240リットル新聞など紙類８週間毎回収・・・181.25kr.

合計額・・ 1,892.25kr.
約32,000円

*リサイクルセンター利用料



デンマークの廃棄物焼却設備容量焼却量推移

焼却設備容量

年間別焼却量

単位百万トン



デンマークの焼却設備リストと焼却容量

デンマークの焼却量の設備数28カ所、
最大焼却設備容量は年間60万トン、最小2万４千トン、



デンマークの廃棄物処理量（2016年）

デンマークの土壌を除いた廃棄物量11671万トン

産業廃棄物 822万トン 家庭廃棄物
345.1万トン

リサイクル 焼却

有害廃棄物を除く
廃棄物量

埋立廃棄物コージェネ発電所

電力全体の4％ 給湯と暖房
全体の２3％

2015年



デンマークの廃棄物の焼却収支

費用計 収入

売熱

廃棄物

売電

収支ゼロ

売り先
地域暖房会社

売り先
配電会社



焼却用廃棄物費用及び焼却費用

間接税を含めた
トン当たり焼却用廃棄物費用

トン当たりの間接税を除く
廃棄物焼却費用



デンマークの住宅の給湯と暖房設備

地域暖房

天然ガス
石油ボイラー

その他

単位：1,000戸



省エネが進むデンマークの住宅

暖房面積

暖房エネルギー消費

面積ｍ２当たりのエネルギー

単位：
1990=100



デンマークの温暖化ガス排出量推移

単位：二酸化炭素換算百万トン

青線は実績数値

赤線は調整数詞



Selvforsyningsgrad

Energistyrelsen Side 28
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デンマークのエネルギー自給率の推移
EU28カ国の平均値４７％ （2015年）

エネルギー全体 石油

2016年83％、
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Eksport af energiteknologi 
og –udstyr エネルギー技術と機器の輸出
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単位 DKK10億クローネ約185億円

756億クローネ
約1.4兆円

11.8％



Elproduktion fordelt efter anvendt brændsel

デンマークの燃料別に見た発電量の推移
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風力発電

その他再生可能エネルギー

約2,780万ｋＷｈ



Vedvarende energi – andel af samlet energiforbrug
デンマークの総エネルギー消費における再生可能エネルギーの割合推移
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デンマークの廃棄政策のまとめと私見

• デンマークはオイルショックを教訓に国内資源の活用に力を入れ、
国内資源に、廃棄物の利用化も組み入れた政策を採取ってきまし
た。

• 廃棄物の処理に関しては、地方行政の責務とし、リサイクルを優
先しながらもそれに適さない可燃廃棄物の燃料化を義務付けて来
ました。

• その結果、２０１６の数値では、電力消費の４パーセント、給湯と暖
房消費の２３パーセントが廃棄物からの供給となっています。

• 廃棄物の利用化等含め、デンマークの温暖化ガスの排出量は減
り、またエネルギー政策で得たノウハウが外貨獲得に繋っていま
す。

• デンマーク人が世界の中で「最も幸せな国民」と呼ばれている背
景には、デンマークの廃棄物政策の成果から得られた国民生活
の豊かさも含まれているように思えます。

日本の廃棄物処理政策に何らかの参考になれば幸いです。



質問を受けます。

デンマークの環境・エネルギー政策を含めたデンマーク事情は、
ケンジ ステファン スズキのホームページ参照のこと：
ホーム・ページアドレスは以下の通りです。
http://sra-dk.com

Kenji Stefan Suzuki のメールアドレスは以下の通りです。
E-mail: sra-dk@post.tele.dk （日本語でOK)

http://sra-dk.com/
mailto:sra-dk@post.tele.dk

