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おさかなロードで排出された資源物を
●）北九州エコタウンの新資源化システム
でリサイクルしました
北九州市若松区北海岸「おさかなロード」では、１１
事業所（旅館、ホテル）及び漁協、ＪＡ、若松区総務企
画課、地元の農家が加入して、
「おさかなロードＰＲ実行
委員会」を結成し、活性化プロジェクトを行っています。
弊社は昨年の 9 月から今年の 2 月までおさかなロード
の９事業所で排出する生ごみ、廃プラ、割り箸、廃食用
油を北九州エコタウンにて、たい肥や炭化物、燃料（灯
軽油相当）にリサイクルする取組みを行いました。
（平成 23 年度北九州市環境未来技術開発助成事業）

●主な参加事業所のご紹介
★昔レストラン＆BAR 夕日の見える丘
美しい夕日を見ながら無
農薬野菜などや地元の新
鮮な魚の幸を使った料理
が楽しめます。
若松区大字有毛 2374-4
TEL 093-741-0118

★割烹旅館 かねやす
1928 年創業の老舗割烹旅館。
生け簀を完備し、夏はイカの活
き造り、冬はふぐコースが人気
メニューです。
若松区大字有毛 2464
TEL 093-741-1131

★活魚料理 浜風
岩屋の海を眺めながら新鮮な活
魚料理をご堪能いただけます。
慶事や法事のお料理もご用意し
ております。
若松区大字有毛 2710-1
TEL 093-741-1557

★料亭 ふじむら）

生ごみのたい肥化
実証期間中に生ごみ２８ｔを回収し、生ごみ処理機で、
減量･一次発酵させ、その後、簡易堆肥化装置で約 60 日
かけて堆肥化させました。
今回出来た１．８ｔ
の堆肥はネイチャー
とまと農園や契約農
家等で使用しました。

廃プラ、廃食用油、割り箸の油化炭化
大気圧 400℃の条件下で
触媒と接触させて、数分間で
油化する接触分解油化技術で
す。１台の装置で廃プラ、各
種バイオマス等を油化するこ
とが可能です。今回の取組み
で出来た生成油はビニールハ
ウス暖房用ボイラーで既存の
燃料と混合して利用しました。
この取組みにより、半年の実証期間中で３２ｔの廃棄
物を削減することが出来、従来の収集・運搬・焼却処理
と比較して６０％のＣＯ２排出量削減を実証することが
出来ました。

●おさかなロード体験ツアー
環境に対する取組と合わせて、平成 23 年度には５回
の体験ツアーを行いました。
・5 月 19 日「とまと狩りとアカモク生産見学」
・7 月 27 日「シャボン玉石鹸工場見学、
スイカ選別見学と
わかちく史料館」
・9 月 24 日「岩屋海岸で地引網体験」
・11 月 28 日「芋掘りと浄水場見学」
・1 月 25 日「キャベツ収穫体験、
クルージングと
リサイクル施設見学」
※今年度も継続して実施する予定です。

【補助金情報】
福岡市事業系食品リサイクル支援モデル事業
URL:http://www.city.fukuoka.lg.jp/kankyo/

前月号でご案内しておりました福岡市の事業系食品リ
サイクル支援モデル事業の公募が始まっております。ご
関心のある方は、お早めに当社までお問合せ下さい。
●申請受付期間
平成 24 年 4 月 19 日(木)～平成 24 年 5 月 18 日(金)まで

活魚料理、会席料理、宴会、法
事、慶事用の日本料理を提供し
ています。味と素材にこだわり、
最高のおもてなしができるよう
日々精進しております。
若松区大字安屋 1698
TEL 093-741-2216

★ネイチャーとまと農園
農薬や化学肥料にできるだけ頼らな
いからだにおいしいトマトを作って
います。３月～６月までトマト狩り
を開催しています。
若松区大字有毛 2829
TEL 093-647-2342

●補助対象経費（補助率 2/3 以内）
Ⅰ 設備導入費用
Ⅱ 管理運営費用
●補助対象者
福岡市内の 2 以上の事業者が共同で、食品残さの品質
維持を目的に、生ごみ処理機などを導入し、新たな食品
リサイクルを構築しようとする団体（任意団体でもＯＫ）

農作物販売情報
クロスエイジ様のフルーツセットの紹介です。裏面の商
品ご紹介をご覧ください。
ハチドリ通心は楽しい株式会社のホームページでご覧いただけます。
URL: www.fun-c.jp/ をご覧ください。（中神が担当しました。）

農作物情報

「時やの朝食フルーツ BOX」
○お届け期間：５月
○価格： 5,250 円（税込）（送料、梱包代税込 630 円）
商品紹介；前月に引き続き、オフィス向け「時やの朝食フルーツ BOX」をご案内します。
店頭で購入するのと同じボリュームの 5,000 円分の果物が入っています。
3～4 人の 1 週間分のイメージですので、職場でワイワイ楽しく味わってください。
実際に職場から届きました感想です。

購入企業からの声
特に塩トマト、デコポン、バナナが
絶品でした。他のフルーツもおいしかった。
また、今話題の塩こうじ、果肉入りのとっ
てもおいしいマドレーヌなども入っていて、
質も量も大満足です（●＾o＾●）

時やの朝食フルーツ BOX
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[お支払い方法]

□代金引換 □銀行振込
※代引手数料（150 円）・振込み手数料・送料はお客様の負担でお願いします。
※注文のお客様とお届け先が異なる場合は、銀行振込にて受け付けさせていただきます。
[発送後のご連絡] □不要
□必要（電話・FAX）いずれかを○で囲んでください。

申込先 楽しい㈱担当；竹下宛
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