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うどんまるごと循環プロジェク
エタノールプラント
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トでは、このモデルをさらに発展

発酵という太古からの自然の叡
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〜総合的建設副産物対策〜

2012
現場での実効ある対策の推進のために

建設副産物のリサイクルに関する情報を、わかりやすく、使いやすい資料として現場技術者向けにまと
めたものです。定価 500 円（税込）送料別

2

ニュースメールのご案内

建設副産物リサイクル広報推進会議では、ホームページにおいて更新される最新情報の配信および、会員団
体の情報・行政機関等の建設副産物のリサイクルに関する普及啓発活動を推進するための情報等の配信を行っ
ています。ご希望の方は、建設副産物リサイクル広報推進会議ホームページよりご登録をお願いいたします。

3

読者の声

「読者の声」を募集しております。
Q&Aのコーナーで取り上げて欲しい質問や掲載記事に関するご意見、掲載して欲しい記事等ございまし
たら、下記をコピーしていただき、FAXにて投稿または、建設副産物リサイクル広報推進会議ホームペー
ジよりご投稿をお願いいたします。
液肥
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やうどん液肥の活用先を探してい

ねていきたいと考えています。

−

読者投稿用紙

）

住所
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③製造されたバイオエタノールを

建設リサイクル

栽培した小麦

会社名
所属
フリガナ
氏名
TEL・FAX
E-Mail

●「建設リサイクル」に関するご意見、ご要望、掲載して欲しい記事等

③までは昨年度までに既に試行さ
れており、今年度は④のうどん液
肥を使って小麦栽培し、その小麦
で讃岐うどんを作ることで、全プ
ロセスが試行的にではありますが

建設副産物リサイクル広報推進会議（事務局：一般財団法人 先端建設技術センター）FAX

一通り完成することとなります。
プロジェクトでは、高松市内で

機関誌編集部会メンバー（夏号編集会議時）

有機栽培を行っている小麦農家に
ご協力いただき、香川県産小麦「さ
ぬきの夢2009」の肥料として、う
どん液肥を試験的に散布し、収穫
を終えました。うどん液肥を使っ
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