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巻 頭 言 

                            （一社）廃棄物資源循環学会 

 廃棄物計画研究部会代表 中村恵子 

（健康・環境デザイン研究所 所長） 

はじめに 

H23 年～25 年『災害廃棄物処理計画』、その後Ｈ28 年迄『熱・エネルギー供給と廃

棄物処理施設』をテーマにしたこれまでの研究活動を組み入れ「新たな技術や考え

方を取り入れ、社会のニーズに対応した廃棄物処理計画論」を議論するため、今年

度から『新たな廃棄物処理計画に必要な視点』をテーマに研究活動を開始した。 

これまでの取組みから“持続可能な地球・地域”“生命”を守るために、事前に、

廃棄物処理計画に『災害廃棄物処理』と『エネルギー回収・供給』を組み入れる重

要性を認識した。また、日本の廃棄物計画において「環境保全」「熱・エネルギー供

給」「資源回収」機能の効率性を高めると同時にコストの観点から、資源循環の市場

と廃棄物処理事業を考え直す廃棄物政策の編集作業議論に寄与してきた。 

今年度は、これまでの成果を踏まえ、国、市町村、地域産業との連携・調整可能

な“都道府県”「廃棄物処理計画」の重要性を認識したことを背景に研究会を進め、

企画セッションを行った。 

企画セッションテーマは≪新たな廃棄物処理計画に必要な視点 

―環境保全・資源効率・熱エネルギー供給・災害対応・コスト効率―≫とした。 

南海トラフ巨大地震の恐れがある研究発表大会開催県の和歌山大学、実行委員長

金子先生から、和歌山県廃棄物処理計画策定に寄与する企画セッションにしていた

だきたいという要請も入れ、金子先生から和歌山県廃棄物処理計画策定状況、北大

石井先生からは、これからの廃棄物処理計画に必要な視点を総合的に話していただ

き、災害廃棄物処理の日本の第一人者名大平山先生からは、平時から廃棄物処理計

画に必要な視点、そして災害廃棄物処理計画、県内市町、産業との連携、市町への

支援・研修を充実させた新廃棄物処理計画を策定している三重県の西田氏に登場い

ただいた。コーデイネーターは、日本計画行政学会理事であり部員の酪農学園大押

谷先生にお願いした。現時点でこのテーマでは日本 高の論者を揃えた。 

論点は１．計画の目標となる指標２．各セクターとの連携３．災害廃棄物処理と

平時の廃棄物処理の調整であった。参加者からは“都道府県の廃棄物処理計画に必

要な視点として「災害廃棄物」「広域化」「連携」の視点が重要と感じた”等が寄せ

られ、次年度に向け、これらのキーワードを体現している事例を施設見学する等、

部員の業務と研究、日本の廃棄物政策に寄与する活動を実施、展開していく。 

ところで、IoT による資源循環・廃棄物処理が新たな展開を見せている。ごみの分

別方法や、収集日等のルールをスマートフォン等で確認できるアプリを提供する自

治体が増え、広報の在り方が変わろうとしている。一方で、情報技術はリサイクル

ビジネスや廃棄物の収集運搬、適正処理、災害廃棄物処理等業務での効率化、迅速



ii 

 

化、可視化、ビッグデータ取得等、様々な便益をもたらすものと考えられる。 

製造から廃棄に至るライフサイクルに IoT 導入が進めば、トレーサビリテイが可

能になり、“いつ、だれが、何を、どこに、どのように”が明確になり懸案であった

「効率化」「不法投棄防止」「汚染責任者の明確化」等に寄与するだろう。IoT の資源

循環・廃棄物処理分野への適用が、変わらない制度を実態で変えていく動きを加速

させるかもしれない。益々面白さを増してきた『新たな技術や考え方を取り入れ、

社会のニーズに対応した廃棄物処理計画論』を今年度も語り合いましょう。 

１．廃棄物計画部会活動方針 

「住民のための廃棄物行政」展開の為に掲げている活動方針は、下記である。 

①「グリーンイノベーション時代を見据え、３R の推進時に環境負荷と GHG 削減、

資源・熱エネルギー回収を実現する効率的な運営・コスト負担のあり方から、

従来の枠組みを問い直し、新たな廃棄物計画のあり方を提起できる活動」 

②「3 月 11 日東日本大震災の災害廃棄物のような緊急課題に柔軟に対応する活動」 

２．平成 28 年度活動内容 

 今年からの部会研究テーマ『新たな廃棄物処理計画に必要な視点』をめぐる１回

目の企画セッションを和歌山大学第27回研究発表大会で開催した。 

通常活動として、『新たな廃棄物処理計画に必要な視点』の研究テーマを推進する

ために6回の研究会・幹事会、２回の准研究会、関西G研究会、1回の施設見学会を

行った。■話題提供■部会活動議論で構成される部会研究会は、研究テーマを推

進する内容としている。随時活動状況を、鈴木氏がHP整備更新している。 

◆平成 28 年度第 1 回研究会・幹事会（関東・関西合同）4 月 9 日(土)京都『白河院』 

■「 終処分場からみた廃棄物計画 ー 終処分場の 新の理論と技術ー」 

                         クボタ環境 堀井安雄氏 

■部会議論：今年度活動計画、秋の企画セッション準備 

◆平成28年度第２回研究会・幹事会 5月28日(土) 港区勤労福祉会館 

 ■「資源循環からみた廃棄物処理計画」北海道循環資源研究所 橋本昭夫氏  

■ 企画セッションテーマ、内容議論、パネリスト候補者、議論 

和歌山大学の金子先生からは、和歌山県では南海トラフの巨大地震が想定され

ており、廃棄物処理計画を検討している 中であり、県の行政担当者に役立つ議

論をして欲しいという要望があった。 

今年度は、廃棄物処理計画として個別的な議論からではなく、例えば、和歌山

県担当者から廃棄物処理計画を検討している上での困っている事等へ、パネリス

トから意見をいただき、都道府県の廃棄物処理計画をどのように策定していくか

を議論する、大きな観点から地域に必要とされる廃棄物処理計画を考えるといっ

たテーマ案とする。                                 

□平成 28 年度准研究会・幹事会 6 月 30 日 北トピア 

 廃棄物工学研究所・公立鳥取環境大学シンポジウム 
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『電力全面自由化と廃棄物発電』 参加及び幹事会 

◆平成28年度第３回研究会・幹事会 7月9日(土) 港区勤労福祉会館 

■「災害廃棄物処理を考慮した廃棄物処理計画」名古屋大学 平山修久 先生 

「新たな東京都の廃棄物処理計画」     東京都環境局 古澤康夫 氏 

 ■部会議論：企画セッション発表内容の点検 

◆平成28年度第４回研究会・幹事会 7月30日（土）港区勤労福祉会館 

 ■「廃棄物と計画行政」          酪農学園大学 押谷 一 先生 

■「グローバルな動きを踏まえた循環型社会を推進する廃棄物処理計画」 

北海道大学 石井 一英先生 

■「新しい三重県の廃棄物処理計画」三重県環境生活部  松本 高明 氏 

 ■部会議論：企画施ション論点整理、準備 

●第27回研究発表大会企画セッション 9月26日（和歌山市・和歌山大学） 

 テーマ≪新たな廃棄物処理計画に必要な視点 

―環境保全・資源効率・熱エネルギー供給・災害対応・コスト効率―≫ 

東日本大震災を受けH23年～25年『災害廃棄物処理計画』、その後Ｈ28年迄『熱・エ

ネルギー供給と廃棄物処理施設』をテーマにした研究活動から、国、市町村、地域

産業との連携・調整可能な“都道府県”「廃棄物処理計画」の重要性から 

１．計画の目標となる指標 

２．各セクターとの連携 

３．災害廃棄物処理と平時の廃棄物処理の調整 

を論点に、社会の必要性に対応した都道府県の「廃棄物処理計画」を議論した。 

発表者 

・「グローバルな動きを踏まえた循環型社会を推進する廃棄物処理計画」：石井一英（北大）  

・「災害廃棄物処理を考慮した今後の廃棄物処理計画」        ：平山修久（名大） 

・「新たな三重県の廃棄物処理計画」         ：西田憲一  (三重県環境生活部)    

コーデイネーター                  :押谷 一 (酪農学園大)      

◆平成28年第５回研究会・幹事会 10月29日（土） 港区三田いきいきプラザ  

 ■「 新デンマーク視察報告 ー熱・エネルギー供給実態を中心にー」 

                パシフィックコンサルタンツ 白川百合恵氏 

 ■部会議論：企画セッション反省会 参加者は「テーマに興味」約５０％「これ

からの廃棄物処理計画の方向性に興味」約３０％、都道府県の廃棄物処理計画

に必要な視点、重要性の認識に成功したことがアンケートから読取れる。 

□平成 28 年度准研究会・幹事会 12 月 7 日 場所 全水道会館 

  廃棄物工学研究所・公立鳥取環境大学シンポジウム 

『廃棄物処理と地球温暖化』               参加及び幹事会 

◆◇平成28年度第６回研究会・幹事会 施設見学会2月9日（金）報告鈴木氏ｐ39 

◇『地元産業と廃棄物処理の連携』埼玉県日高市及び太平洋セメント埼玉工場 
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１２：００ JR高麗川駅集合 

１２：０５～１２：４５ 「カフェ・ビスケット」にて昼食兼研究会・幹事会 

１３：００ 太平洋セメント㈱ 埼玉工場 ゲストセンター到着 

１３：０５ 中村代表、日高市環境課長、太平洋セメント㈱ 挨拶 

１３：１５ 日高市よりごみ処理の概要等の説明 

１３：３０ 太平洋セメント埼玉工場の一般ごみの処理概要について説明 

１４：００ 工場内施設見学  

１４：４０ 質疑応答 

１５：００ 中村代表挨拶（閉会） 

１５：３０ 見学会終了後、「カフェ・ビスケット」にて研究会・幹事会 

■部会議論：学術研究部会意見交換会報告、次年度活動計画・予算、活動報告書 

３．出版・報告 

報告：学会誌 VOL.27 No.3 2016【平成 28 年度企画セミナー報告】中村 P21 

報告：学会誌 VOL.28 No.1 2017【平成 28 年度研究部会企画セッション報告】 

４．新入会員の紹介  

入会後第 5 回研究会にて白川さんは話題提供され、山口さんは、次年度施設見学

会調整、松山さん、松島さんも都合のつくときに出席されています。 

○白川百合恵氏 (株)パシフィックコンサルタンツ 

○松島 祐樹氏 (株)エックス都市研究所 

〇松山あゆみ氏   〃   〃 

〇山口 茂子氏 荏原環境プラント(株)プラント事業本部  

○今岡 恵美氏 株式会社環境技術研究所／東京支店 

５．平成 29 年度活動計画予定 

『災害廃棄物処理計画』『熱・エネルギー供給と廃棄物処理施設』をテーマに各 3

年づつ部会研究活動を進めてきた。この取組みから明確になったことは、増大す

る災害に平時からの準備を入れ込みつつ、新たな技術と考え方で社会のニーズに

沿った廃棄物の適正処理、熱・エネルギー供給、資源確保のために、住民の理解

と納得、資源効率、コスト効率を重視した計画論の検討である。 

平成 28 年度から、これまでに得た課題、論点から『新たな廃棄物処理計画の必

要な視点』をテーマに計画論を議論し、日本の廃棄物行政に寄与していくために、

上記の活動を進め、今年は 2 年目になる。 

部会活動の外部コミュニケーションとして、学会での発信企画方法は 2 種である。 

① 学会企画委員会所管の外部発信ルートで開催する（費用収支は学会） 

② 会独自で外部発信企画を開催する（費用収支は部会） 

≪平成 29 年度研究会話題提供案リスト案≫ 

【施設見学】「熱・エネルギー供給と防災拠点を目指す武蔵野市新廃棄物処理施設」 

【計画論】 「新たな廃棄物処理施設の付加価値の研究」 
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荏原環境(株)プラント事業本部 山口茂子氏 

≪平成 29 年度研究会・幹事会日程と部会活動議論内容案≫ 

◆◇平成 29 年度第 1 回研究会・幹事会 施設見学会 4 月 14 日（金）関西・関東 G 

◇「熱・エネルギー供給と防災拠点を目指す武蔵野市新廃棄物処理施設」 

１２：００ 武蔵野市役所近くレストラン集合 

１２：０５～１２：４５レストランにて昼食兼研究会・幹事会 

１３：００ 武蔵野市役所 西棟413号室到着 

１３：０５ 中村代表、武蔵野市クリーンセンター関係者 挨拶 

１３：１５ 武蔵野市より新廃棄物処理施設建設合意形成概要等の説明 

１３：３０ 新廃棄物処理施設関係者より施設概要について説明 

１４：００ 新廃棄物処理施設見学  

１４：４０ 質疑応答 

１５：００ 中村代表挨拶（閉会） 

１５：３０ 見学会終了後、レストランにて研究会・幹事会 

■部会活動議論 「活動報告書」「前年度の活動反省」「前年度決算」「部会 HP」 

        「今年度活動計画案」 

●第 28 回研究発表大会 9 月 6 日（水）7 日（木）8 日（金）和歌山大学 

年会準備開始：「年会テーマと内容」： 

行程表：４月下旬 企画セッション設定と時間帯意思表示 

５月中旬 幹事・顧問で企画セッション概要案作成 

５月下旬 企画セッション概要案に部員の皆様の意見もらう 

５月末締切 企画セッション 趣旨 パネリスト 概要文書 

● 6 月 1（木）セミナー、6 月 2 日(金)総会 特別講演会・総会 川崎産業会館 

◆平成 29 年度第 2 回研究会・幹事会 6 月 3 日(土) 三田いきいきプラザ 案 

 ■話題提供案「新たな廃棄物処理施設の付加価値の研究」 

荏原環境(株)プラント事業本部 山口茂子氏 

 ■部会活動議論「企画セッション準備」 

「予算」学会から決定額の通知→それに対応し「部会活動」「予算」修正 

◆平成 29 年度第 3 回研究会・幹事会 ７月 8 日(土) 三田いきいきプラザ案 

■話題提供 「 未定      」  

■部会活動議論 

 企画セッション概要確定 企画セッション迄の行程 

◆平成 29 年度第 4 回研究会・幹事会 8 月 19 日（土）三田いきいきプラザ案 

 ■話題提供 「未定       」 

 ■部会活動議論   

  企画セッション論点確定、直前準備, 

行程表：論点をパネリストに提示７月中旬→資料作成８月中旬締切 
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資料作成→9 月 6 日搬入（概算経費見積もり） 

役割分担確定： 

幹事会日時：9 月 6 日 12：15～ 懇親会：18：30～ 

「修正研究会活動計画案」「修正予算案」 

「次年度活動計画案」「活動報告書締切日」3 月 20 日 

 

●廃棄物資源循環学会研究発表大会  9 月 6，7，8 日 東京工業大学 大岡山 

≪企画セッション≫『これからの「廃棄物処理計画」に必要な視点（２）』6 日 

幹事会「今後の活動計画」 部会総会開催 

■部会活動議論 「修正予算案」「修正研究会活動計画案」 

「次年度活動計画案」「活動報告書締切日 3 月 20 日」 

◆平成 29 年度第 5 回研究会・幹事会 10 月末 or11 月初 三田いきいきプラザ  

■話題提供「未定      」 

■部会活動議論 

「企画セッション反省会」「活動報告書準備」「次年度活動計画案」「次年度予算

案」→1 月 20 日学会申請 

◆平成 29 年度第 6 回研究会・幹事会 平成 29 年１or2 月中央区立環境情報センター 

■話題提供「未定    」 

■部会活動議論 「学術研究部会交流会報告」「活動報告書準備」 

「今年度反省」「次年度活動計画」「次年度予算」「部 HP 更新」 

 

 

 

 

 



 

 

１．  部会活動報告 

 

１.１ 平成２８度 廃棄物計画研究部会活動 

本年度の主な活動は表１－１のとおりである。 

表 1-1 平成２８年度 廃棄物計画部会 部会活動  
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１.２  研究会 議事録 

 

１．２．１ 第 1 回  廃棄物計画研究部会 研究会議事録 

開催日時：平成 28 年 4 月 9 日（土） 11:30～ 15:00   

開催場所：私学共済施設 京都『白河院』 会議室  

出席者  ：井土、尾葉石、金子、鮫島、田中(勝）、中村、橋本、花嶋、堀井、 

三品、山下、山本、臼井(記 )(50 音順敬称略) 

配布資料：           

資料１．平成 28 年度第１回廃棄物計画部会研究会・幹事会議事次第 

資料２．「 終処分場の安定化技術について（環境技術会誌 2011No.142）」（堀井） 

資料３．平成 27 年度  廃棄物計画部会 活動報告書 

資料４．武蔵野市 新クリーンセンター 建設地 航空写真（三品） 

資料５．武蔵野市 新クリーンセンターニュース VOL.3（三品） 

資料６．ばっくやーどつあーが行く 全国ごみ処理施設探検隊 

「桜環境センター（埼玉県さいたま市）」月刊廃棄物 2016.4（花嶋） 

■中村代表の挨拶 

・平成 28 年度初めての研究会です。今回は関西グループと久しぶりに合同で白

河院というすばらしい場所で、桜の美しい京都で開催することが出来ました。 

・廃棄物計画部会として計画論への研究に入るにあたり、 終処分場の問題に長

く取り組み、計画は 後の 終処分場から考えなくてはならないと主張されて

きた堀井さんより、話題提供をしていただきます。 

・日本の一大事を受け、『災害廃棄物処理計画』『熱・エネルギー供給と廃棄物処

理施設』をテーマにそれぞれ 3 年間の研究活動を進めて来たが、それを踏まえ

て、今後の廃棄物計画を研究していくことになります。 

■講演(話題提供) ：  

「 終処分場からみた廃棄物計画 ― 終処分場の課題と対応ー」 

 (株）エックス都市研究所 堀井  安雄氏   

終処分場の今日的課題として、無機塩類やキレート剤由来の問題および廃止

がなかなかできないといった問題について紹介していただいた。まとめとして、

清掃工場、粗大ごみの破砕施設等の中間処理施設や 終処分場などの施設単位で

計画の 適化を図るだけでは、 終処分場で起きている問題を適切に解決するこ

とは難しい。施設単体の計画ではなく、各施設の連携を図り、廃棄物処理システ

ム全体として経済性や効率性等の 適化（部分 適から全体 適）を図るといっ

た観点からの廃棄物計画が必要であるという示唆をいただいた。 

 

2



 

●質疑応答 

・廃止が一番の問題、今ある処分場を早く廃止するアイデアは？（橋本） 

 「 終処分場の安定化技術」（資料２）の早期安定化技術として取り上げている

強制通気法、強制散水法、ケミカルオキシデーション法等がある。（堀井） 

・早期廃止の実施事例として紹介された「エコパークかごしま」は日本の 新事

例か、世界的にはどうか？（中村） 

 韓国でもドーム型の 終処分場はできているが安定化機構がない。規模的には

世界で一番と思う。（堀井） 

・浸出水処理でカルシウム汚泥はどこから発生するのか？（山本） 

 カルシウム除去設備で処理水に炭酸ナトリウムを加え、炭酸カルシウム汚泥と

して発生する。この炭酸カルシウムを高温で処理すると酸化カルシウムとなる。

これを塩化水素等の除去材として焼却システムに戻し、リサイクルできないか

と考えている。（堀井） 

・低温では消石灰でないと反応しない。したがって、バックフィルター内で使用

することは難しいと思う。酸化カルシウムなので炉内に投入するという手はあ

るが、ダスト量が増える等の問題が出てくる。（鮫島） 

・埋め立てに依存しないごみ処理を目指し、中間処理を考えるうえで、 終処分

を含めたトータルでの 適化を考えるという動きがある。その結果、規模が小

さくても処分場が必要なのか、処分場をなくしたほうが良いのかといったとこ

ろが問題となる。（田中） 

・廃止について、塩類等を考えた場合、海に放流できる処分場と内陸の処分場と

は放流できる濃度基準が異なってもよいのではと思う。（田中） 

・処分場の跡地利用として、大規模災害時での仮置き場等の緊急時対策と利用で

きる意義は大きい。（田中） 

・発生源管理を含めてトータルから、ライフサイクルの 適化を図る必要がある。

（田中） 

■部会活動議論 

部会議論に先立ち、平成２７年度活動報告書および会員名簿を配布した。 

例年通り、部会員の皆さんには活動報告書と会員名簿の PDF 版を送付する。 

１）昨年度活動報告及び今年度活動計画： 

平成 27 年度活動報告書巻頭言（中村代表）に平成 28 年度の活動計画を記載し

た。９月 27 日の年会に向け、どのように研究会を運営していくかを考え、活動計

画を作成している。 

年会での企画セッションは６月 24 日までに原稿案を出すことになっている。

計画部会の方針を６月中にまとめる必要がある。 
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終的な原稿は７月中旬くらいまでにはまとめて提出となるが、今日の話題提

供でもこれからの廃棄物計画として、ごみ処理全体のトータル的な観点から経済

性等の 適化を図るといった点や環境基準の緩和等、こうあるべきではないかと

いった新しい課題が出てきた。これらをまとめてどのような企画セッションにす

るかを検討する。 

今日の議論をベースにどのような企画セッションにするか、７月中旬を目処に

構築する。 

２）今年度予算 

学会へ要求した平成 28 年度予算を説明した。平成 28 年度予算額は、平成 27

年度の 10％減額で作成している。まだ学会から決定の通知が来ていないが、この

予算内容で平成 28 年度は活動する。 

３）今年の研究発表大会について(和歌山大学 金子先生） 

秋の研究発表会は９月 27 日から 29 日まで和歌山大学で開催される予定。 

9 月 28 日は、学会意見交換会なので、計画部会の企画セッションは 27 日に行

い、27 日の夜に懇親会を開催する予定とする。宿がとりにくいので、皆で検討す

る。 

４）武蔵野市施設見学報告(三品） 

武蔵野市新クリーンセンターは武蔵野市役所近くに立地している。現在、建設

中だが、３月に見学会があった。 

武蔵野市新クリーンセンターは、地下にプラットホームがあり、市役所、体育

館、コミュニティセンターの電気を清掃工場で一括受電し、発電した電気をこれ

らの施設で利用できる仕組みとなっている。また、新クリーンセンターではスチ

ームタービンだけでなく、ガスタービンを備えている。災害時にガスタービンで

発電した電気を防災拠点となる市役所に供給できる。試運転を今年の秋に予定し

ている。 

５）ばっくやーどつあーが行く 全国ごみ処理施設探検隊 

「桜環境センター（埼玉県さいたま市）」 （花嶋先生） 

桜環境センターは施設が素晴らしく、利用しやすいため、年間の来場者数が 31

万人と非常に多い施設である。スーパー銭湯のような素晴らしいお風呂で安く入

ることができる。このように多くの人が来てくれることで焼却工場が身近になる。

施設にはレストランもあり、ビールセットもあった。 

ごみトン当り約 520kwh の発電ができ、半分以上外部に出している。 

６）次回の予定 

次回の研究会は５月 28 日の土曜日とする。 

（５月 16 日、17 日に行われる環境大臣会合を受けて５月 26 日に３R と資源効
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率に特化した学会のセミナーが行われ、27 日に春の研究発表会で、午後は環境省

の部長さんに講演していただく。その後、総会がある。） 

次回の話題提供の候補として北海道循環資源研究所の橋本さん、東京都で廃棄

物処理計画の改訂が行われたので東京都の方に改訂した計画について話をしてい

ただくという意見が出された。 

                            

１．２．２ 第 2 回  廃棄物計画研究部会 研究会議事録  

開催日時：平成 28 年 5 月 28 日（土） 9:00～ 12:00   

開催場所：「港区勤労福祉会館」第一洋室 

出席者  ：片柳、鮫島、田中(勝）、中村、橋本(昭 )、橋本(治 )、三品、 

臼井(記 )(50 音順敬称略) 

     パシフィックコンサルタンツ㈱ 環境創造事業本部 白川百合恵 

     ㈱エックス都市研究所 環境エンジニアリング事業本部  

松島祐樹、松山あゆみ 

配布資料： 

資料１．平成 28 年度第 2 回廃棄物計画部会研究会・幹事会議事次第 

資料２．バイオマス資源化事業の推進 市民・農家の力でサッポロから日本のご

み問題を解決！！（橋本(昭 )）  

資料３．第 27 回  研究発表会 タイムテーブル案(160509 時点)（中村） 

資料４．秋の企画セッション概要（たたき台）（中村） 

■中村代表の挨拶 

・代表に就任して以来、『災害廃棄物処理計画』を３年間、『熱エネルギー供給と

廃棄物処理施設』を３年間テーマに研究活動を進めて来た。両テーマを踏まえ、

さらに世界的温暖化防止等のグローバルな動き、日本国内での新たな動きを踏

まえ、これからの廃棄物処理計画を研究するということで今年度は進めている。 

・第１回研究会では、堀井さんから「 終処分場から廃棄物処理計画を考える」

というテーマで話をしていただき、今回は、「資源循環から廃棄物処理計画を

考える」ということで、札幌市のリサイクル指導課長、固形燃料工場設立等を

手がけ、廃棄物資源循環分野では色々な取り組みをされ、退職後もバイオマス

資 源 化 事業の 推 進 を 実 践 し てい る Ｎ Ｐ Ｏ 北 海 道 資源 循 環 研 究 所理 事 長の 橋 本

昭夫さんから、担当者からみた資源循環、自治体の問題点、現在取り組んでい

るバイオマス資源化事業のお話をしていただきます。 

■講演(話題提供) ：「資源循環からみた廃棄物処理計画」 

ＮＰＯ北海道資源循環研究所 理事長 橋本  昭夫氏   

橋本さんは、札幌市役所でごみ処理計画係長、清掃部技術主幹、産廃指導課長、
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リサイクル指導課長、衛生研究所部長等を歴任し、ごみサイロ・廃木材チップ工

場・札幌市リサイクル団地等の建設にも携わってきた。夏場に多く集まる廃木材

を保管するごみサイロや・廃木材チップ工場建設の他、生ごみを外した紙屑、廃

プラ、木くずを原料としたごみ固形燃料化工場は、現在迄 26 年間嫁動し、羊諦山

麓６町村、富良野市からの固形燃料も引き受けた札幌市の地域暖房企業で熱供給

を行っている。橋本さんが建設計画したリサイクル団地でも事業系生ごみの飼料

化工場の製造販売成功事例がある。自治体の失敗事例から学び、札幌のような成

功事例を広めるべきだがそうなっていないのは残念である。 

現在は市町村資源化協会の専務理事で、今後のバイオマス資源化事業の推進の

ための協会の事業方針と内容をお話ししていただいた。バイオマスを高温高圧で

処理してアミノ酸液肥を製造する技術の特許を取り、道内でカドミウムが入った

ホタテのうろからアミノ酸液肥を作る工場建設計画を市町村資源化協会加盟企業

で国内液肥トップメーカーの OAT アグリオ㈱（前大塚化学㈱）が既に発表してい

る。 

このアミノ酸液肥は、生ごみや下水汚泥を２０気圧、２００℃の亜臨界処理で

製造する亜臨界アミノ酸液肥で、堆肥と比較すると、短時間で作ることができ、

毒性の強いアクリルアミドも分解しているという特徴があり、生ごみを燃やさな

いで肥料にするという提案である。自治体職員として住民と議会の声を反映し、

物事を進める重要性を認識しているので、住民、農業者と協力して進め、これを

モデルとして全国展開を図りたい。 

●質疑応答 

・生ごみ１ｔ当たりに必要な蒸気量は？（白川） 

経験知では生ごみ１ｔに蒸気が約 1.3ｔ程度（橋本） 

・ごみ１ｔ当たりどのぐらいの液肥ができるのか？（臼井） 

 蒸気を入れるため水産廃棄物が原料の場合には１ｔ当たり液肥は７００ｋｇ程

度（橋本） 

・液肥の臭いは？（臼井） 

 水産廃棄物からの液肥は臭いがすごく、製品臭の軽減化に取り組んでいるが、

下水汚泥や生ごみを原料とした液肥はそれほどの臭いではない。（橋本） 

・自治体によっては亜臨界資源化技術に適していないところもあると思われる。

この技術に適した自治体の条件は？費用分析や他の技術と比較し、 適だと評

価した後に提案を行っているのか？（田中） 

 現在、道内市町村には、①バイオマスの亜臨界肥料化、②固形燃料化、③発電

の 3 点セットでの導入提案を開始した。亜臨界肥料化の場合は、従来の市町村

堆肥化施設として同程度の経費を見込んでいるが、従来の堆肥に比べ、アミノ
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酸量が多く、肥料価値が極めて高いため、自治体には従来の堆肥化工場に比べ、

大きな収益増を見込まれる。 

市町村資源化協会及び㈱市町村資源化事業団は、亜臨界肥料化、固形燃料化、

発電化の 3 点セットの他、自治体が希望する資源化事業も支援することを事業

方針として自治体市町村に対応している。白老町と斜里町では亜臨界水処理技

術を使って、肥料ではなく、燃料化を行っている。白老町では市民に分別を行

わせたくないということで生ごみを入れて燃料化を行ったが塩分が０．３％を

超えてしまい、日本製紙工場に納入できなくなってしまった。 

 この解決策として家庭生ごみの亜臨界肥料化を白老町に提案したのが、亜臨界

アミノ酸液肥化技術の開発につながった。 

一方、大都市札幌市では市民が生ごみの資源化を求めている。札幌市では資源

化 と し て 残さ れ て い る 課 題 は 家庭 生 ご み の 資 源 化 だけ と い う 状況 に な って い

て、現在、2 区 9000 世帯の家庭生ごみ資源化の実験をしているのでこの亜臨界

アミノ酸液肥化方式の提案をしたい。（橋本） 

・今動いている施設は？（田中） 

千歳空港の近くに農林水産省の施設があり、既に１０年間稼動している。ここ

では粉体にし、肥料としている。この他、民間では、3 施設が稼働しており、

亜臨界水処理技術は、北海道が先進地となっている。（橋本） 

等の質問が出され、廃棄物分野の資源化重要課題になりつつある生ごみの資源

化の一方法をご教示いただき、活発な議論を行った。 

■部会活動議論 

１）企画セッションについて（秋の研究発表会） 

今年度から、これから求められる廃棄物計画をテーマとして進めることとして

いる。第１回研究会では「 終処分場から見た廃棄物処理計画」、「今回は資源循

環から見た廃棄物処理計画」というように個別論で研究を進めている。これをこ

のまま企画セッション案として進めれば、 終処分場からは堀井さん、資源循環

からは橋本さん、循環型社会推進に必要な視点として北大石井先生にお話しいた

だくという案も考えられる。 

企画セッションについて和歌山大学の金子先生からは、和歌山県では南海トラ

フの巨大地震が想定されており、廃棄物処理計画を検討している 中であり、県

の行政担当者に役立つ議論をして欲しいという要望があった。 

廃棄物処理計画として個別的な議論からではなく、例えば、和歌山県担当者か

ら廃棄物処理計画を検討している上での困っている事等へ、パネリストから意見

をいただき、都道府県の廃棄物処理計画をどのように策定していくかを議論する、

大きな観点から地域に必要とされる廃棄物処理計画を考えるといったテーマ案も
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考えられる。 

その場合の企画セッションでのパネリストとしては、災害廃棄物処理計画につ

いて、計画部会員の井土さん或いは国環研から名古屋大学に移られた平山先生、

グローバルな動きを踏まえた循環型社会形成の議論を北海道大学の石井先生、具

体的事例を今年 3 月に廃棄物処理計画を策定済みの東京都について、田中先生よ

りご紹介があった東京都の古澤さんを候補にするのは如何でしょうか？昨年入会

された酪農学園大学押谷教授（専門は経済学だが廃棄物に長く取り組んでいらっ

しゃる）にコーディネーターをお願いするのもよいのではないか、和歌山県の担

当者の廃棄物処理計画策定の問題点、課題等を示してもらい、これに関し、パネ

リストの方々に議論をしていただくというのも一案。 

「大きく全体的なほうは、大風呂敷きすぎるような気がする。」「災害廃棄物に

ついては一応本を出しているが、完全に終わったわけではない。熊本の件でもま

だ問題がありそう、もう少し対象にし、アピールした方がよいのではと思う」等

の意見が出された。 

議論の結果、６月中に企画セッションの概要を決める必要があり、「大きな観

点から地域に必要とされる廃棄物処理計画を考えるテーマ」で準備を進めること

とした。また、研究会に企画セッションに出ていただく予定の先生方に来ていた

だき、話題提供と企画セッションの調整、打合せをしていくこととした。 

２）次回の予定 

次回の第３回研究会は早まり、７月９日に、第４回を７月 30 日の土曜日とす

る。第５回研究会は８月 20 日の土曜日の予定とする。 

６月 30 日に北トピアで開催される田中先生のシンポジウム（低炭素社会の実

現に向けて～電力全面自由化と廃棄物発電～）を准研究会とし、シンポジウム終

了後に幹事会を開催する。 

 

１．２．３ 第 3 回  廃棄物計画研究部会 研究会議事録 

開催日時：平成 27 年 7 月 9 日（木）； 9:00～ 12:00 

開催場所：『港区勤労福祉会館』 第二洋室  

出席者  ：片柳、白川、中村、橋本(治 )、三品、臼井(記 )(50 音順敬称略) 

    ㈱エックス都市研究所 環境エンジニアリング事業本部 松島祐樹 

    名古屋大学 減災連携研究センター 平山修久 

    東京都 環境局資源循環推進部 古澤康夫 

配布資料：  

資料１．平成 28 年度第 3 回廃棄物計画部会研究会・幹事会議事次第 

資料２．災害廃棄物処理を考慮した廃棄物処理計画（平山修久） 
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資料３．東京都資源循環・廃棄物処理計画の概要（古澤康夫） 

資料４．企画セッション案（中村） 

資料５．三重県廃棄物処理計画概要(中村 ) 

資料６．平成 27 年度廃棄物資源循環学会企画セミナー報告（中村） 

■中村代表の挨拶 

・第三回研究会は名古屋大学の平山先生と東京都の古澤様に話題提供をしていた

だき、その上で企画セッションに向けての準備をしたい。 

・今年の企画セッションは都道府県の廃棄物処理計画に焦点を当て、災害廃棄物

処理を考慮した上で、グローバルな流れや循環型社会の形成を推進するという

視点での議論が狙いである。 

・平山先生は国立環境研究所で災害廃棄物処理に関しては先頭に立って研究をさ

れており、熊本でも積極的に活動され。情報を集めていらっしゃいます。 

今日は、災害廃棄物処理を考慮した廃棄物処理計画ということお話をしていた

だきます。  

■講演その１(話題提供)：「災害廃棄物処理を考慮した廃棄物処理計画」 

名古屋大学 減災連携研究センター 平山 修久氏   

熊 本 の 地震が ど の よ う な 経 過で 発 生 し た か を ア ニメ ー シ ョ ン で紹 介 して い た

だき、さらに処理計画と処理実行計画、プッシュ型支援と受援計画等の熊本地震

での災害廃棄物対応の課題、災害後の災害廃棄物量の把握についての問題点につ

いて紹介していただいた。処理計画と処理実行計画では、処理計画ができている

から処理ができるのではなく、処理計画の中で担当する人がこれしか出来ないと

いうことを明確にすることが計画を策定する上で重要であり、処理実行計画では

誰が、何を、何のために、いつ、どこで、どのように行うかといったことを明確

にする必要がある等のお話をしていただいた。 

 

●質疑応答 

・企画セッションでは廃棄物処理計画と災害廃棄物処理計画について、特に、廃

棄物部局のミッション、各主体の連携等の話をしてもらいたい。（中村） 

・県レベルと市町村レベルの計画での役割分担、実際に災害が起こったときに市

町 村 が 具体的 に ど の よ う に 動く の か を 計 画 に ど のよ う に 取 り 上げ る かを 話 し

てほしい？（片柳） 

県の計画、市の計画ではなく、 終的には災害廃棄物が発生した地域の計画で

はないかと思う。（平山） 

・処理計画は出来ないことを示す道具として有効だと思う。（橋本） 

・協定を含めた計画が必要だと思うが、実際に行われているのか？（片柳） 
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計画としては含まれているが、協定の中で具体的に誰が何をやるかが明確にな

っていない。（平山） 

・太平洋セメント㈱藤原工場では災害時の対応として三重県と協定を結んでいる。

平時からの協力を結んでいるようだが？（中村） 

災害廃棄物処理計画には BCP の考え方もきちんと入れていく必要があり、平時

からの調整は県の計画としても入れておく必要がある。（平山） 

■講演その２(話題提供)：「新たな東京都の廃棄物処理計画」 

東京都環境局 古澤康夫氏   

廃棄物処理と資源利用の現状と課題として、 終処分量、産廃の不法投棄、資

源消費の増大と環境影響、資源利用の上流側・下流側での環境負荷とそれぞれの

問題点を説明していただき、その後に、2016 年 3 月に策定された東京都の廃棄物

処理計画の概要について話をしていただいた。 

東京都の廃棄物処理計画の基本理念は、持続可能な資源利用への転換と良好な

都市環境の次世代への継承であり、資源ロスの削減、エコマテリアルの利用と持

続可能な調達の普及促進、廃棄物の循環的利用の高度化・効率化、廃棄物の適正

処理と排出者のマナー向上、健全で信頼される静脈ビジネスの発展、災害廃棄物

対策等の主要施策について具体的な事例を紹介していただき、説明していただい

た。 

●質疑応答 

・産業廃棄物の上流側に対しての規制を計画にどのように載せようとしているの

か。（片柳） 

都としては、持続可能な資源利用を根幹にして、民間企業独自で動いている取

り組みに連携していくことが大事と考えている。モデル事業として共同で動く

ということも考えている。（古澤） 

・東京都の計画は他の事例と比較して、区市町村との関係での具体性が見えない。

（片柳） 

都道府県の役割として一般廃棄物に関しての技術的助言等、市町村への支援が

あるが、さらに上流の問題や産業廃棄物に絡む問題についてのコラボレーショ

ンが必要である。国、都道府県、市町村という三層構造は昔の話では！（古澤） 

・実行する区市町村に対して都の施策をどのように浸透させるのか。（中村） 

都としては 23 区組合には助言をする必要はなく、一般の都道府県とは異なる。

（古澤） 

・もう少し体系的というか戦略的な構造の計画にしていかないと耐え切れないと

思う。（平山） 

・誰が何をするかを具体的に計画に入れる必要があると思う。都の計画では市町
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村との役割分担というところが明確でないところがある。（臼井） 

等の質疑が行われた。 

今日は平山先生と古澤さんに企画セッションに向けての話をしていただいた。 

今後はメールで確認しあいながら準備を進めて行きたい。（中村） 

■部会活動議論 

１）次回の予定 

次回は７月 30 日の土曜日で会場は三田いきいきプラザで第 4 回研究会を開催

する。 

 

１．２．４ 第 4 回  廃棄物計画研究部会 研究会議事録 

開催日時：平成 28 年 7 月 30 日（土）；9:00～ 12:00  

開催場所：「三田いきいきプラザ」集会室Ｃ 

出席者  ：石井、臼井、押谷、田中(勝 )、中村、中川、橋本(治)、山下、松山 

    荏原環境プラント㈱ 山口茂子 

    三重県環境生活部 西田  憲一課長補佐、松本 高明主査 

配布資料：  

資料１．平成 28 年度第４回廃棄物計画部会研究会・幹事会議事次第 

資料２-１、２-２   計画部会資料（石井） 

資料３．新たな三重県の廃棄物処理計画（松本） 

資料４．第 27 回研究発表会会場（和歌山大学）地図 （中村） 

資料５．第 27 回研究発表会タイムテーブル案（160712 時点）（中村） 

資料６．廃棄物計画部会 企画セッション概要（中村） 

資料７．秋の企画セッション 計各部会 分担表案（臼井） 

資料８．企画セッションアンケート案（臼井） 

資料９．平成 27 年度廃棄物資源循環学会企画セミナー報告（中村） 

■参加者自己紹介 

■中村代表の挨拶 

・企画セッションの概要が決まり、まとめを皆様に配布した。 

・東日本大震災後、都道府県の廃棄物処理計画が重要という認識から今年度の企

画セッションは都道府県の廃棄物計画に必要な視点を議論することとした。 

・ポイントは災害廃棄物の事前準備と中小自治体への支援等、都道府県の役割が

国との関係の要となること、さらに震災後、熱エネルギーの供給体制という観

点から資源効率、熱・エネルギー供給、コスト効率を考慮しつつ、自治体間、

廃棄物処理会社、各種産業等との連携等の広域調整を担うといった点からも都

道府県の廃棄物処理計画が重要であることの 2 点である。 
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・全国の都道府県の廃棄物処理計画と災害廃棄物処理計画を見たところ、三重県

が非常にきちんと計画されており、是非三重県に発表していただきたいという

ことで、今回の研究会で話題提供していただくことになった。 

・三重県の松本さんと石井先生からは企画セッションでの発表内容を押谷先生か

らコーディネーターとしての考えを聞かせていただきたい。よろしくお願いし

ます。  

■講演その１(話題提供) ：  

「グローバルな動きを踏まえた循環型社会を推進する廃棄物処理計画（仮）」 

北海道大学 石井  一英氏 

廃棄物処理計画策定にまつわる諸課題として、関連計画、指標、目標の考え方

ということで、石井先生が関与した北海道や札幌市の計画を紹介していただき、

その上で、上位計画と個別計画等の計画の階層について、指標や数値目標の考え

方、点検・評価について、自治体のマンパワー・能力・予算の問題、学識経験者・

専門家の役割、民間・NPO 等の団体との連携について考えていることをお話して

いただいた。 

●質疑応答 

・都道府県の廃棄物処理計画としての今後の指標という点で考えをまとめて欲し

い（中村） 

・資源循環といった上位的概念を計画に入れていくべきではないか？（中村） 

⇒資源効率性の概念を入れた計画作りについて、都道府県や市町村が廃棄物処

理計画の中に組み込むには荷が重いのでは（石井） 

・三重県では資源循環に関するモニタリングを行い、県としてどのような目標を

立てるかを検討しているところ、必要性はわかるが原状では数値目標を立てて

進めるのは難しい（西田） 

⇒北海道も同じで数字は出せるが施策と目標値がリンクしない。（石井） 

・環境省的な考え方、都道府県、市町村の考え方のギャップが計画論の中で一番

難しい。石井先生には全体を見渡していただきたい。（押谷） 

・石井先生のタイトルで「グローバルな動きを踏まえて」の部分は無くてもよい

のではないか（田中） 

・廃棄物学会なので循環型社会にフォーカスを置いて話をした方が時間的によい

のでは（田中） 

・生産性の話は廃棄物セクターが具体的に実行できない内容なので目標に入れて

いることに違和感がある。廃棄物分野の人たちが資源生産性を高めるために具

体的に戦略的にどうするかという取組みはできない。（田中）  
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■講演その２(話題提供) ：「新しい三重県の廃棄物処理計画」 

三重県環境生活部廃棄物対策局 廃棄物・リサイクル課 松本  高明氏 

三重県の新しい廃棄物処理計画ということで、平成 28 年 3 月に策定した三重

県廃棄物処理計画、災害時の廃棄物処理として平成 27 年 3 月に策定した三重県災

害廃棄物処理計画および循環型地域づくりに向けた新たな事業等にお話していた

だいた。 

三重県廃棄物処理計画については、一般廃棄物と産業廃棄物の現状と課題を踏

まえ、新たな計画の考え方としての基本理念を紹介していただき、計画の目標と

施策、基本理念の実現に向けての取り組み事例について紹介していただいた。 

災害時の廃棄物処理としては、処理主体、処理可能量、災害廃棄物処理の全体

像、体系の構築と強化、具体的な取り組みとして各種マニュアルの作成、連絡会

の開催等について紹介していただいた。 

新たな事業、取組については、伊勢志摩の市町とコンビニエンスストアとの屋

外ごみ箱を店内に移設する取組、みえ環境フェアでの食品ロス削減に向けた取組

について紹介していただいた。 

●質疑応答 

・平時からの連携を行い、民間に負担のないような施策をおこなうことで、災害

時の緊急的な連携が具体化できると考え、取り組んでいる。（西田） 

・RDF 施設の稼動を平成 32 年に終わらせるということでしたが、その後は？（田

中） 

⇒県が RDF 事業を主導したという経緯があり、市町の次期廃棄物処理施設の検討

委員会に県も参加し、大部分の市町は高効率発電を付けた焼却施設を整備する

方向で動いている。（西田） 

・３R の質的な評価とはどのようなことを考えているか？（田中） 

⇒数値だけでなく中身についての改善、水平リサイクルとか処理の中での低炭素

化への貢献等、巾の広い概念で質という言葉を使っている。（松本） 

・未利用エネルギーの有効利用という意味は？（田中） 

⇒焼却の中で今は下から何番目かの発電量で、未利用な所があるのでそれを回収

して使っていこうということ。（西田） 

県は RDF 事業を止める方向で進むが、各市町は単純焼却ではなく、エネルギーの

利用を図って欲しいということで、未利用エネルギーの有効利用という項目を

入れている。（西田） 

・広域化計画は都道府県が関与する中で重要な部分だが、一般廃棄物の処理は市

町村の固有事務であり、県がこうしなさいとは言い難い。広域化計画の見直し

が進んでいないという実態があるが、都道府県が関与しにくい実態がある。（西
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田） 

・北海道や鳥取等、県が積極的に触れているところもある。（田中） 

・三重県は過去の経緯から今は触れることが出来ない状況である。（西田） 

・産業廃棄物の排出量、再生利用率等で苦労されていると思うが、北海道も苦労

しており、北海道は家畜糞尿が半分の量を占めており、産業廃棄物の排出量を

減らそうとすると牛を減らせといっているのかということになる。そこで北海

道では減らすという目標ではなく、これ以上増やさないことを目標としている。

このような目標の設定の仕方もあると思う。（石井） 

・再生利用率も１％上げるのが大変でなかなか上がらない。北海道は家畜糞尿が

半分以上あるので、家畜糞尿を入れたものと、除いたものの再生利用率の目標

を設定した。（石井） 

・産業廃棄物の削減が進んでいない実態があるものの、そこに県がどのように関

与できるかが難しい。（松本） 

等の質疑を行った。 

■部会活動議論 

１）企画セッションについて（秋の研究発表会） 

・開催日時： 9 月 27 日（火）15 時から 16 時 30 分  

・会場：第 6 会場  システム工学部 B101(収容人数 150 人 ) 

・論文原稿の締め切り：8 月 31 日に一度集めて、修正し、9 月 13 日を 終締め切

りとする。 

・印刷部数：論文集は 150 部印刷する。 

・論文編集、印刷、発送：例年通り臼井が担当する。 

・アンケート：資料８を見ていただき、修正等あれば臼井まで連絡する。 

アンケートの印刷、発送は論文集と合せて臼井が行う。 

・垂れ幕・参加者記入表：垂れ幕の印刷にプロッターが必要なためエックスで印

刷、準備する。 

・受付、照明係り等：参加される方々に協力していただく。分担は後日お願いす

る。 

・アンケートの整理：エックスで行う。 

・学会報告：押谷コーディネーターにお願いする。 

・直前打合せ等：12 時 10 分頃より大学会館内のレストランに集まり、昼食をと

りながら打合せをする。 

・会場集合：14 時 45 分まで市民フォーラムが同じ会場で行われている。企画セ

ッション開始の 15 分前までに会場に集合する。 

・懇親会：19 時から JR 和歌山駅近くとする。 
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２）次回の予定 

企画セッションについては北海道で調整打合せを行う。 

日程は後日調整する。 

役割分担については、必要があれば、東京で調整打合せをセットする。  

 

１．２．５ 第 5 回  廃棄物計画部会 研究会議事録 

開催日時：平成 28 年 10 月 29 日（土）；10:00～ 12:00  

開催場所：「港区三田いきいきプラザ」 集会室Ｂ 

出席者  ：臼井、片柳、白川、田中、中村、橋本(治 )、松島、松山、山口 

配布資料：  

資料１．平成 28 年度第 5 回廃棄物計画部会研究会・幹事会議事次第 

資料２．平成 28 年度研究発表会企画セッションアンケート集計結果（臼井） 

資料３．現地ルポ・デンマーク「環境先進国主役は市民の知恵と実践」（中村） 

■中村代表の挨拶 

・都道府県の廃棄物処理計画をどのような視点で策定していく必要があるのか、

を 学 会 員の皆 様 に 網 羅 的 に 知っ て い た だ く と い う意 味 で 有 益 な企 画 セッ シ ョ

ンだったと思う。 

・社会状況が変化する中で学会も部会もその変化に対応して活動しなければなら

ないと思っている。■話題提供  

 当初予定していた武蔵野市の中川氏に代わり、中村氏より下記の話題提供が行

われた。 

・9 月 29 日に行われた「「３Ｒと資源効率に関する緊急セミナー」の概要につい

て資料２に基づき、各講演者の講演内容や議論について伝達され、内容につい

ての議論が行われた。  

・10 月 2 日のセミナー「 新の情報技術を用いた資源循環の 適管理」について

も触れられた。 

■講演 (話題提供) ：  

「 新デンマーク視察報告 ー熱・エネルギー供給実態を中心にー」 

パシフィックコンサルタンツ（株）環境創造事業本部 環境エネルギー政策部 

地域エネルギープロジェクト支援室 

白川  百合恵氏 

第２回第４世代地域熱供給学会出席のためにデンマークを訪問し、熱・エネル

ギー供給の実態を視察した結果を報告していただいた。 

報告としてデンマークのエネルギー政策と地域熱供給の概要、視察ツアーで見

学 し た 太 陽 熱 を 利 用 し た 地 域 熱 供 給 施 設 及 び ４ GDH（ 4TH GENERATION DISTRICT 
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HEATING）の概要について話していただいた。 

デンマークでは「エネルギー戦略 2050」という計画があり、2030 年までに石

炭の使用量と、石油を用いた建物の暖房をゼロに、 2020 年までにエネルギーの

30％を再生エネとし、2050 年までに再エネ 100％とすることを目標としている。

この目標を達成するために、再エネ由来の地域熱供給や個別熱供給の拡大が施策

の一つとなっている。 

地方公共団体か民間企業が地域熱供給事業者となっており、民間企業の半数は

公共団体の出資を受けている。また、都市計画の一部に熱供給が組み込まれてお

り、地域熱供給の方が個別熱源よりも安く温熱を供給している。 

太 陽 熱 を 利用 し た 地 域 熱 供 給 施設 は ド ー ミ ン グ ラ ンド と い う 地域 熱 供 給公 社

を見学した。この施設は 1959 年から地域熱供給を行っており、国の支援を受けて

建設され、太陽熱と再生可能エネルギーの熱源を使っている。 

供給対象は 1,350 軒で熱導管の長さは約 50km、年間生産量は 40,000Mkh という

規模で、供給顧客により所有・管理されている。 

太陽熱の利用は 2,982 枚の太陽熱パネルからの温水を 62,000m3 の蓄熱槽で保

温し、夏場に加温した温水を秋から冬にかけて需要家に供給している。 

第１世代熱供給は化石燃料に頼ったボイラーを使った地域熱供給システムで、

第４世代の地域熱供給は廃棄物焼却熱や太陽熱等の熱源の他、電気等も加えて地

域に熱供給するというシステム構成の違いである。 

第４世代地域熱供給学会は出来て間もない学会で、オールボー大学のへリック

教授が中心になって活動している。 

デンマークの技術を使った地域熱供給の施設整備を、秋田県の大潟村と北海道

の下川町で計画している。また、１２月８日には東京ビッグサイトで「 先端を

行くデンマークの熱利用。第４世代地域熱供給」というセミナーを予定している 

●質疑応答 

・熱エネルギーの利用は大事な話、立地の問題が影響してくる。（橋本） 

熱を供給すると総合効率が上がる。発電だけでなく熱の利用を考えた方がトー

タルでは二酸化炭素の削減につながる。（白川） 

・デンマークの気候は？（片柳） 

北海道に似ている。（中村） 

・北海道にはこのように蓄熱するような熱利用はあるか？その可能性は？（片柳） 

需 要 家 の 規模 に も よ る が 清 掃 工 場 と こ の よ う な 蓄 熱 タ イ プ の 熱供 給 プ ラ ン ト

とを組み合わせて実証から行えば可能性はあるのではと思う。（白川） 

・日本の場合は、冷熱の需要が大きく、冷熱にするには変換の変換になり効率が

悪い。温暖な地域での普及は難しいのではないか。（橋本） 
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等の質疑を行った。 

■部会活動議論 

１）企画セッションアンケート結果について 

・セッション参加者は 72 人、そのうちアンケートの回答者は 42 人であった。 

・参加者の所属は大学・研究者・財団等 1 位 31%、 2 位コンサル 19％、三位官公

庁 14.3% 

・年代は 1 位 40 台 33.3％、 2 位 60 代 26.2％、 3 位 50 代 14.3％  

・参加の動機は「テーマに興味・関心がある」が 45.5%と約半数、次に「廃棄物

計画の今後の方向性に興味・関心がある」が 29.5％であった。  

・満足度は「満足」47.6％、「まあまあ」47.6％を合せて 95.2％であった。 

<意見 > 

・視点、論点の整理となった、・これからの計画に必要な新しい視点を知りたい 

・迷惑施設を必要な施設と認識させる方策、システムを考えてほしい 

・広域化は廃棄物行政以外のしがらみで進んでいない、そこをどう進めるか、本

当に広域化が正しいのか？ 

<感想 > 

・災害時の対応を考えるキーワードを知ることができた。普段は持たない視点・

論点を聞く機会となった。 

・都道府県の意義をあたらめて考えた。・県の取組みを知ることができ有意義だっ

た。 

・廃棄物処理計画について、自治体が抱える課題、今後の在り方について貴重な

話を聞くことができた。メーカーとして処理計画にどのように沿うか、どのよ

うな提案をすべきかを考えさせる会だった。 

・限られた時間内で幅色い内容をわかりやすく説明していただいたので非常に良

かった 

・新しい目標の考え方が必要という考えが今後重要になると感じ、興味深かった 

・都道府県の廃棄物処理計画に必要な視点として「災害廃棄物」「広域化」の視点

が重要と感じ、その先導役を県は果たしていきたいと思います。 

・やや散漫な感じがした、市町村を交えたディスカッションが欲しい、もう少し

絞った議論が欲しかった等の感想が出されていた。 

 ・これからの計画で何が重要なテーマかを引き出して欲しかった 

<今後の計画部会活動への期待及び改善点> 

・毎年起こる災害へ常態的にどう対応するか、期待します。 

・部会として一つの報告、目的でまとめた報告、研究、実例を取り入れたら系統

的にわかるのでは。ありがとうございます。 
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・広域化、一組計画、行政コスト削減、市町村処理計画のありかた、計画におけ

る目標をもう一度議論すべき、民間セクターの意見も聞ければといった意見が

あった。 

２）今後の部会活動 

・来年度の学会研究発表会は９月６日（水）から８日（金）の予定 

・場所は東京だが未定、東京工業大学、東大、代々木教育センターが候補として

あがっている。 

・１２月９日（金曜日）に田中先生のシンポジウムがあり、これを准研究会とす

る。 

・第６回研究会を来年の２月に行い、日高市の可燃ごみのセメント資源化施設を

見学する予定（交渉中） 

・来年度の第１回研究会は４月に新武蔵野クリーンセンターの見学会として行う

予定、その後、６月に第２回、８月に第３回の研究会を行い、９月の企画セッ

ションの準備を行っていく予定とする。 

・来年度の企画セッションのテーマは、これから検討する。アンケートの結果か

ら、市町村の計画に論点を絞ることも考えられる。その場合、今年の企画セッ

ション後に話をしていただいた和歌山市等に話をしてもらうこともできる。 

・計画部会内で研究した内容を発表した方がよいという意見が出され、田中先生

より新施設の計画時に分別方法を変えた事例、焼却残渣の埋立を行わない埋立

処分なしの事例、基幹改良等で焼却施設を長寿命化している事例等についてア

ンケート或いは文献で調査して発表したらどうかという意見が出された。 

３）予算について 

会計担当の橋本さんより、今年度の予算は、昨年度の実績の 10％減であり、か

なり厳しい。今年度は准研究会１回、研究会１回と成果報告書の作成が残ってい

るだけであり、予算的には大丈夫であるという報告があった。 

４）次回の予定 

・准研究会 

低炭素社会の実現に向けて～廃棄物処理と地球温暖化～ 

１２月９日（金）全水道会館（文京区本郷）13:30～ 16:30 

・第６回研究会 

来年２月に見学会として予定。 

 

１．２．６ 第 6 回  廃棄物計画研究部会 研究会・見学会議事録 

開催日時：平成 29 年 2 月 9 日（木）；12： 00～   

見学場所：太平洋セメント㈱ 埼玉工場 
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出席者  ：片柳、白川、鈴木、中村、橋本(治 )、三品 

     中井（消費者市民研究部会） 

■見学会 

１２：００ JR 高麗川駅集合 

１２：０５～１２：４５ 「カフェ・ビスケット」にて昼食 

１３：００ 太平洋セメント㈱ 埼玉工場 ゲストセンター到着 

１３：０５ 中村代表、日高市環境課長、太平洋セメント㈱ 挨拶  

１３：１５ 日高市よりごみ処理の概要等の説明 

１３：３０ 埼玉工場の一般ごみの処理概要について説明 

１４：００ 工場内施設見学  

１４：４０ 質疑応答 

１５：００ 中村代表挨拶（閉会） 

１５：３０ 見学会終了後、「カフェ・ビスケット」にて研究会・幹事会 

■中村代表の挨拶 

本年度は、新たな廃棄物処理計画に必要な視点の観点で活動を進めている。企

画セッションでの論点は廃棄物処理計画での〇数値目標 ○連携、○災害廃棄物

処理との整合 であった。本日見学する日高市と太平洋セメント埼玉工場は、14

年前から日高市の一般廃棄物を太平洋セメントキルンで処理していて、地元産業

と廃棄物処理の連携の成功例である。この廃棄物処理計画合意形成経緯、実績、

セメント工場施設説明をいただき、今後の廃棄物処理における連携の意義と知見

を深めましょう。   

■部会活動議論 

１）学術研究委員会意見交換会について 

臼井が中村代表の代理として出席 

打合せメモ別添付。基本的に廃棄物計画部会は規則通り全て実行しているので

問題なし。 

２）活動報告書の作成について 

・作成スケジュール 

①  執筆者からの原稿上がり・・・・・・・・・・・・・3 月 20 日（月曜日） 

②  原稿の編集・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3 月 24 日（金曜日） 

③  印刷製本・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3 月 29 日（水曜日） 

④  廃棄物学会事務局・発送・・・・・・・・・・・・・3 月 30 日（木曜日） 

・研究報告原稿の依頼 

２月２日 メールにて各部会員に原稿作成依頼及び執筆要領を送付済 
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３）次年度の活動計画について 

第 1 回 4/14 武蔵野市新廃棄物処理施設見学会、第 2 回 6/3、第 3 回８月、企

画セッション 9/6 の予定。 

４）次年度要求予算について 

学会財政厳しき折、当初申請より約 14％削減し再申請 

５）３月３日 IoT セミナーについて 

2/21 に定員達成、盛況にて無事終了 

６）次回の予定 

4/14 武蔵野市新施設見学会 
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１．３ 平成 27 年度廃棄物資源循環学会企画セミナー報告 

 
 「災害廃棄物処理」における民間セクターの役割―世界的な災害増大に対応してー 

                       廃棄物計画研究部会長            
                       健康・環境デザイン研究所 中村恵子 
１． 開催概要 

学会企画委員会と廃棄物計画部会企画による表記セミナーが、2016(平成 28)年 1 月 29 
日(金)13 時から 17 時 30 分迄、専売ビル 8 階にて開催された。 
 東日本大震災とその後の災害の多方面の教訓を基に、平成 26 年 3 月に、国は、新たな「災

害廃棄物対策指針」を策定し、地域単位での災害廃棄物処理体制構築に向けた具体的な検

討が動き出している。この動きの中で、公的セクターのみならず、関連団体、民間セクタ

ーとの連携、協働が欠かせないとの認識が高まっている。また、平成 27 年 3 月に仙台で開

催された第 3 回国連世界防災会議でも、震災での民間セクターの業務の寄与度が注目され、

世界的災害増大の中で、民間の役割が期待されている。平成 27 年７月には、災害対策基本

法と廃棄物処理法に災害廃棄物の視点を明確に盛り込む改正がなされ、本格的な大規模災

害廃棄物対策としての制度的枠組みが用意された。 
セミナーでは、第 1 部で、災害廃棄物処理における民間に期待される国内外の議論を 

披露していただき、第 2 部で、東日本大震災を教訓に、今後の災害廃棄物処理において、

民間セクターが取り組んだこと、障害になったこと、今後の展望を話していただいた。 
第 3 部で、迅速な処理、復旧・復興を可能にする民間セクターの役割を十分発揮するため

の今後の協調的展開の方向性を議論した。 
 
２． 講演内容 

第1部 災害廃棄物処理における民間に期待される国内外の議論  
                             (座長:国立環境研究所 大迫政浩) 

第１の狙い：平成 27 年 7 月『災害対策基本法』『廃棄物処理法』改定及び平成 28 年 1 月『廃

棄物処理基本方針』改定、災害廃棄物処理体制整備紹介 
第２の狙い：『災害廃棄物処理における民間セクターの役割』国内外議論を知る 

まず、環境省廃棄物対策課長和田氏が第 1 の狙いの意義、内容、国全体での位置づけを

講演された。東日本大震災の教訓として〔課題１〕円滑かつ迅速な処理を実現するための

事前の備え（方針・体制）が不十分であった。〔対策方針〕 国の司令塔機能を強化。 国、

地方自治体及び民間事業者がそれぞれ主体的に取り組み、かつ、広域にわたって有機的に

連携するよう、役割分担を明確化し、平時から計画的に対策。〔課題２〕適正処理の確保に

向けた指針・仕組みが不十分であった。〔対策方針〕大規模災害の発生後も、廃棄物の適正

処理と再生利用を確保することが必要。通常災害時から大規模災害時まで、災害の規模に

応じた切れ目のない災害対応を実施するための仕組みが必要。 
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これを実現するために、平成 27 年 7 月『災害対策基本法』『廃棄物処理法』改定及び平

成 28 年 1 月『廃棄物処理基本方針』改定、災害廃棄物処理体制整備してきたことを紹介さ

れた。具体的に活動するために災害廃棄物処理支援ネットワーク（D.Waste-Net）が、H27
年９月 16 日発足し、東北・関東大水害などに早速対応し、今後の災害への体制整備を着々

と進めていることが紹介された。 
次に、「第 3 回国連防災会議での民間セクターに関する議論」と題し、国連防災会議で民

間セクタ―の議論を取りまとめた国際航業の松本氏より、とりまとめ内容の紹介を中心に

発表があった。先進国では 2005 年頃より、企業にとっての災害リスク対策として、事業継

続計画(BCP)の重要性の認識が高まり、国際的には 2010 年頃より、防災・減災における民

間企業の役割として、CSR 以上に「事業継続性(BCP)強化による被害の 小化」「サプライ

チェーンの強化による被害の 小化」「救援、復旧に民間企業の技術と力が必要」との認識

が深まった。 
2011 年、UNISDR(国連防災戦略事務局)が 18 社を招いて民間企業グループを設立。

UNISDR が民間グループ創設した目的は、１．世界の民間企業に、防災・減災対策の重要

性を啓発２．世界の政府に、防災・減災での民間企業の重要性を啓発３．防災・減災にお

ける民間セクターの重要性を民間企業が国連の場で発信し、政策に盛り込むことである。

当面の目標として、第３回国連防災世界会議（2015 年 3 月仙台）で採択される「仙台防災

枠組」に、民間企業の防災・減災での役割の重要性を盛り込むことであった。2015 年 3 月

国連主催、仙台市で 187 カ国から首脳級、計 6500 人以上が参加し、仙台防災枠組 2015-2030
が採択され、全世界の政府とステークホルダーグループが仙台防災枠組の実施を約束した。

その中心思想は、「防災の主流化」であり、防災、MDGs、気候変動の整合を図り、SDGs
の 17 ゴールのうち 8 項目に防災が含まれた。 

3 番目に日本建設業連合会岩佐氏から、「災害廃棄物処理業務における建設業界の役割」

として、１．東日本大震災で発生した建設業界の災害廃棄物の処理指針２．日建連会員企

業による災害廃棄物処理業務の内容３．日建連災害廃棄物部会の活動として「災害廃棄物

処理業務の取りまとめ」「報告書作成」を実施し、将来起こり得る大災害時の災害廃棄物処

理の参考として、実績に基づく一連の成果・ノウハウなどを取りまとめていること、また、

処理を迅速に実施するための必要な提言を紹介された。４．災害廃棄物処理における建設

業界の役割として、平成 27 年 9 月からは、環境省が中心で構築した「災害廃棄物処理支援

ネットワーク(D.Waste-Net)」の構成メンバーとして、今後は、国、自治体と協調的に活動

し迅速処理を実現していくことなどが発表された。 
第 2 部：「東日本大震災での災害廃棄物処理からみた民間の役割」 

(座長 東北大学教授 吉岡敏明) 
第 2 部では、震災で業務を担われた岩沼臨空工業団地協議会粟野氏、太平洋セメント生

産部長坂本氏、宮城県産業廃棄物協会仙台支部近藤氏から貴重なご発表をいただいた。 
「震災で岩沼臨空工業団地協議会が果たした役割と今後」として、粟野氏は、故郷を一瞬
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にして奪った津波やかけがえのない人を失った喪失感は言い尽くすことは出来ず、また震

災のことについてお話しすることには苦しみ悲しみを伴うが、私達が経験したことを語り

継いでいくことは残された者の責務であると考え発表すると語った。被災直後から一企業

だけでは限界で、３月１８日に臨時の役員会を開催し、臨空工業団地 協議会として対策本

部設置を決定。・津波による漂流物の処分方法・被災ごみの処理方法の案内・ 電力供給の

再開時期・ ＮＴＴ回線の復旧時期等を、立地企業に対して通知、説明会の開催、早期復旧・

復興の為に企業からの要望を取りまとめ、 岩沼市をはじめとした関係機関に「要望書」提

出を実施した。この民間企業の連携活動が、連絡体制の構築、情報の共有化、情報伝達に

ついて一元化し、立地企業間の意思の疎通がスムーズになり復旧・復興への道筋が早期の

段階で明確になった。また、一企業からの要望ではなく地域からの要望という形を取り、

関係機関への働きがけにも大きな力になったと語り、被災の経験を踏まえて、各企業にア

ンケートを実施し、避難方法、緊急時の情報連絡体制などを入れた、防災マニュアルの策

定を行ったことを報告した。 
 次に「災害廃棄物処理におけるセメント産業の可能性」として坂本氏からは、１．セメ

ント産業と廃棄物処理２．東日本大震災での廃棄物処理実績３．セメント産業の社会的使

命の構成で発表された。セメント工場は全国に 17 社 30 工場あり、セメント原料の化学成

分が廃棄物に含まれているため、その製造工程で、廃棄物・副産物を原料、燃料に利用し

ている。不燃物はクリンカに、可燃物は燃料代替するため二次廃棄物も発生せず、1450°
Ｃの高熱で焼成するため、ダイオキシンも発生しない循環環境産業である。 
 この特徴を活かし東日本大震災でも災害廃棄物を受け入れ、セメント原料にリサイクル

した。被災沿岸地から船舶を利用し、大量かつ広域に運搬が可能で太平洋セメントでは 100
万トン処理した。課題は海水に浸かった廃棄物の除塩処理で複数の処理技術により大船渡

湾環境保全管理目標値以下に抑え、放流可能になった。今後は、セメント産業の使命とし

て平時から国・自治体と連携し広域で災害廃棄物処理計画を策定すること、D.Waste-Net
などのオールジャパンの取組みの中で事前準備が重要であると発表された。 
 後に宮城県産業廃棄物協会仙台支部事務局近藤氏から「廃棄物処理会社の震災での業

務と今後に望むこと」の発表があった。全国産業廃棄物連合会の傘下団体として、宮城県

産業廃棄物協会は５支部で構成され、協会全体で様々な種類の産業廃棄物を取扱う事が可

能だった。ガレキ 137 万トン、津波堆積物 135 万トンを、仙台市の処理方針・進捗管理の

もと、宮城県解体業協同組合と仙台建設業協会がガレキ・損壊家屋撤去を行い、搬入場に

運搬し、宮城県産業廃棄物協会が細分別・リサイクルを行った。地元業者が官民連携で実

施することで、地元経済復興にも寄与し、2014 年 3 月迄の迅速処理が実現した。仙台方式

の特徴として、災害廃棄物処理実施者であるとともに許可者でもあった仙台市の発注のも

と、建設業、解体業、処理業が官民同士・民間同士、対等に相談できる横並びの連携であ

ったことである。今後、さらに学と連携して人材育成と技術習得を図ることが必要である

と強調された。 
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第 3 部：「災害廃棄物処理における関係者の協調と民間セクターの役割」 
                                        (コーディネーター：京都大学教授 酒井伸一) 
 パネルデイスカッション前に情報共有として「災害廃棄物政策の概要と協調的展開の方

向性」について、酒井教授がご講演された。 
１．東日本大震災と世界各地の災害廃棄物問題２．大規模災害を念頭においた災害廃棄 

物対策の政策展開 ３．頻発する豪雨災害と今後の方向性の構成で話された。 
東日本大震災は、〇多数の行方不明者〇海水浸漬廃棄物適正処理〇津波堆積物〇放射能

汚染廃棄物が特徴であり課題であった。それへの対応として特別措置法、国の財政支援で

切り抜けた。世界的にも四川大地震、ハイチ大地震、ネパール大地震の他、ハリケーン、

竜巻、大雨等災害が増大し、大規模災害廃棄物処理を念頭においた政策展開を図らなけれ

ばならない状況を呈している。東日本大震災の経験を活かす形で、前段環境省和田課長の

ご説明の通り、廃棄物処理法と災害対策基本法改正、災害廃棄物処理支援ネットワーク

（D.Waste-Net）発足、廃棄物処理基本方針改定で体制整備した。災害対策基本法と廃棄物

処理法を中心とした災害廃棄物対策で、発災前の処理計画、発災後の実行計画とも、市町

村から都道府県、より広域の地域ブロックから国まで、ケースバイケースでの対応が必要

で、実際の災害廃棄物支えるネットワークには、建設業、プラント業、廃棄物処理業、リ

サイクル業、計画や施工管理の側面からコンサルタント業、学術団体の専門家やＮＰＯの

ボランティア集団の役割もあり、さまざまな実務に関連する民間の産業主体が関与する。

また、運搬や選別技術、リサイクルへの加工技術、処理処分技術が、災害廃棄物対応の実

際として活用される。今後の方向性として、切れ目のない災害廃棄物対策の実現が求めら

れている。その課題として①今後の中小規模災害における知見蓄積と反映②広域連携が進

む制度運用（廃掃法基本方針や交付金との連携）③社会蓄積されるストック材の３Ｒ方策

に関する検討:④世界各地の災害対策の経験共有や国際連携を示された。 
パネルデイスカッション 

質疑応答、〈ＢＣＰ（事業継続計画）の経験と展望〉、〈東日本大震災の経験からの学びと

伝達〉を主な論点にデイスカッションされた。 
「何故災害廃棄物は産業廃棄物と同様な性状なのに一般廃棄物か」「災害廃棄物の民間事

業者への許可について」のそもそも論の質問に対し、環境省松崎氏(和田氏代替)から「災害

廃棄物はその性状ではなく、市町村が処理責任を負うべきものなので一般廃棄物である。

広域、国で処理することがあっても根っこのところは変わらない」と回答があった。「地方

自治法の事務委託に基づき、岩手、宮城県が市町村に代わり、処理したが、その手続きに

苦労した。今回の廃棄物処理法改正は、この苦い経験を解消するために、非常災害時、廃

棄物処理施設の設置許可については、都道府県に許可でなく、届出でよくなった。災害対

策基本法改正で、非常災害時の廃棄物処理の国の代行も規定された。一般廃棄物で同様な

性状を有するものを産業廃棄物処理施設で処理する場合も事前でなく、事後でもよくなっ

た。」と廃棄物処理法と災害対策基本法改正のポイントを解説された。 
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 また、「セメント業界には平時から廃棄物の 5 割ほどを処理していただいていて、東日本

大震災でも多大な貢献をしていただいた。三重県の藤原工業が三重県と災害時協定を結ん

だそうだが、その他にもこのような動きがあるか」の質問に対し、太平洋セメント坂本部

長から「このような協定にこぎつけられるのは、都道府県知事の意識である。都道府県が

策定する廃棄物処理計画に、地域のごみ、資源を、セメント、その他民間事業者等と連携

させて平時のごみ処理の中に、災害時にも対応できるように織り込めばよいと考える」と

回答された。これを受けて、環境省松崎氏から、「D.Waste-Net の全国 8 ブロックで、行動

計画作成することになっているので、官官、官民連携の協定が課題。よいモデルがつくれ

ないか、ガイドラインも必要」という考えを示された。 
 「官と民をつなぐコンサルタントの役割について」の会場からの質問にからめ、論点の

〈ＢＣＰ（事業継続計画）の経験と展望について〉のデイスカッションでは、国際航業の

松本氏から「平時では、ともすれば金太郎飴的になりがちな自治体の災害廃棄物処理計画

を地域にふさわしいものにし、ＢＣＰの観点から広域連携はどうするか、地域ブロック協

議会をどう活かしていくかを提案にする役割がコンサルにはある」と言い、「ＢＣＰ作成済

みは、日本の民間企業の 3 割、そのサポートは建設系コンサル、シンクタンク、大学と連

携という形」ＢＣＰに取り掛かり始めた日本の状態、既に作成済みの国際航業のＢＣＰと

その課題についても説明された。会場からは「ＢＣＰはトップマネジメントであり、トッ

プへの啓蒙が重要」環境省松崎氏からは「自治体のＢＣＰも重要」吉岡氏からは「民間と

自治体其々について取組み方法へのコメント」があった。 
 〈東日本大震災の経験からの学びと伝達〉では、日建連岩佐氏から「震災を教訓に法改

正と D.Waste-Net 体制整備は、環境省はよくやったと思う。今後は、実際に動くときの指

揮命令の一元化で現場が混乱しないようにお願いしたい」仙台環境近藤氏は「業務実施中

不安になったことは、お金がいつ入ってくるのかだった」それに対し松崎氏から「各省連

携し、今ある補助金制度を 大に活用できるよう円滑に運用したい」とコメントされた。 
 東日本大震災とその後の災害からの教訓を、平時から切れ目のない災害廃棄物対応(防災

の主流化)を民間セクターと共に取組む体制整備を知る機会となるとともに、疑問点を解消

し、闊達な議論の場としての学会の役割を全うできるセミナーとなった。 
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               写真１．会場の様子 
 

 

           写真２．パネルデイスカッションの様子 
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１.４ 秋の企画セッション報告 

秋の企画セッションは和歌山大学で行われた廃棄物資源循環学会第27回研究

発表会の中で開催された。 

自治体が作成している廃棄物処理計画は、少子高齢化に伴う人口減少、都市へ

の人口集中などの社会環境の変化をはじめ各地で頻発している災害廃棄物への対

応などを組み込むことが求められることや廃棄物の適正処理、循環資源の回収な

どが求められている一方で、自治体の財政状況は厳しくより一層の効率化が必要

となっている。 

 廃棄物計画部会では、変化する社会状況の変化に対応した廃棄物処理計画の

あり方を検討してきているところである。 

今年の企画セッションでは、『これからの「廃棄物処理計画」に必要な視点 ―

環境保全・資源効率・熱エネルギー供給・災害対応・コスト効率―』というタイ

トルで、講演をしていただき、「環境保全」「熱・エネルギー供給」「資源効率」

「災害廃棄物処理」「コスト効率」の観点から、都道府県の「廃棄物処理計画」

の策定に必要な視点について議論した。 

 

●パネリスト構成と各講演テーマ  

司会進行 臼井直人（エックス都市研究所・廃棄物計画部会員）  

代表挨拶 中村恵子 (健康・環境デザイン研究所 )  

コーディネーター：押谷 一（酪農学園大学）  

１．和歌山県の廃棄物処理計画の検討状況  

                  金子 泰純  氏 (和歌山大学 )  

２．グローバルな動きを踏まえた循環型社会を推進する廃棄物処理計画  

石井 一英  氏 (北海道大学）  

３．災害廃棄物を考慮した今後の廃棄物処理計画  

平山 修久  氏 (名古屋大学）  

４．新たな三重県の廃棄物処理計画  

西田 憲一  氏 (三重県環境生活部）  
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１．４．１ 企画趣旨 

                              中村恵子（健康・環境デザイン研究所）
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１．４．２ 和歌山県の廃棄物処理計画の検討状況 

                                  金子 泰純 氏(和歌山大学) 
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１．４．３ グローバルな動きを踏まえた循環型社会を推進する廃棄物処理計画 

                                  石井 一英 氏(北海道大学） 
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１．４．４ 災害廃棄物を考慮した今後の廃棄物処理計画 

                                  平山 修久 氏(名古屋大学） 
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１．４．５ 新たな三重県の廃棄物処理計画 

                                西田 憲一 氏(三重県環境生活部）
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１．５ 見学会報告 

「日高市の一般廃棄物処理を太平洋セメントが引き受けている事例の施設見学会」 

埼玉県環境科学国際センター 鈴木和将  
 
１．５．１ はじめに 

 2017 年 2 月 9 日（木）小雪が舞う中、和歌山大学での企画セッション論点の一つ“地

域産業と廃棄物処理連携”事例の施設見学会を開催した。視察先は、埼玉県日高市の

一般廃棄物処理を引き受けている太平洋セメント（株）埼玉工場（〒350-1296 埼玉県

日高市原宿 721）である。午後、工場内の研修室において、日高市の方から、太平洋

セメント（株）埼玉工場と連携して一般廃棄物のセメント資源化システムを構築した

経緯や実績等の説明を受け、その後、太平洋セメントの担当者から、埼玉工場につい

て説明を受けた。さらに施設説明の DVD を視聴後、太平洋セメント工場内施設見学

を行い、研修室に戻ってきた後、 後に参加者から活発な質疑応答が行われた。  
 
１．５．２ 日高市の可燃ごみ処理の経緯 

 日高市は、埼玉県の南西部に位置し都心からも近く、交通は圏央道が通り物流の要

所となっている。さらに、外秩父山地の東麓にあり、人口約 5 万 6 千人の自然豊かな

コンパクトな市である。日高市は、昭和 48 年に建てられた既存のごみ焼却施設の延

命化を図りながらごみ処理を行ってきたが、今後、ダイオキシン類対策に多額の修繕

費用が必要となり、さらに別用地への建て替えを検討していたもの住民の反対にあい

難航していた。そのような中、これまで産業廃棄物を資源として有効に活用してきた

太平洋セメント（株）は、遊休のセメントキルンを活用した一般廃棄物のセメント資

源化システムを考案し、2001 年より資源化処理の実証試験を開始し、1 年間様々な検

証を重ね資源化システムを確立した。日高市は、本システムを導入して 2002 年 12 月

から、既存施設での焼却処理を廃止し、太平洋セメント（株）埼玉工場で、市内から

発生する可燃ごみ（台所ごみ・その他、プラスチック製品、容器、ガラス・セトモノ）

のセメント資源化処理が始まった。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     日高市から説明の様子         日高市ごみ収集日程表         

                       （引用：日高市ホームページ）  
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１．５．３ 都市ごみの資源化システム（Applied Kiln System：AK システム） 

 日高市内全域で回収した可燃ごみ（年間約 1 万 5 千トン）は、受入室に投入され、

遊休キルンを改良したごみ資源化キルンで、約三日間通風状態で低速回転で、混合・

撹拌される。その間に、ごみ袋が破れ細片化し、好気性発酵により有機物の分解・乾

燥が進行し、性状が改善されたごみ資源化物が生成する。資源化キルンで、前処理さ

れたこの資源化物は、破砕・篩・選別機により、均質化し異物が除去された後、他の

原料とともにクリンカ焼成キルンへ投入され、約 1,450℃の高温で焼成される。可燃

分は、焼成で必要なエネルギーとして、灰分はセメントの原料として活用される。さ

らに、資源化キルンで、有機物の分解により発生するガスは、セメントキルンの焼成

用空気として利用され、脱臭が行われる。  
 施設の見学の際には、広い敷地の中を車で移動し、プレヒーター部では、エレベー

ターに乗り約 60m の 上階まで上がり、施設が一望できる場所から説明を受けた。ま

た、エネルギー回収の視点から、工場内にボイラーを設置し発電（出力：49,500kW）

を行っており、工場内で使用している電力を賄うとともに、一部の電力は、FIT を利

用して電気事業者に供している。  

 

       資源化キルン（AK システム）       セメントキルン 

１．５．４ おわりに 

 本施設見学会では、市町村の一般廃棄物を民間とどのように連携して、資源化され

ているか体感するとともに、理解を深める有意義な機会であった。また、質疑応答で

は、参加者から活発に質問がされ、今後のさらなる

研究の発展に繋がるものであった。  
 
謝辞  
 本見学会の開催にあたり、日高市、太平洋セメン

ト（株）埼玉工場の関係者の方々に多大なご協力を

頂き、ここに深謝いたします。  
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２．話題提供 

 

ここでは平成２８年度の研究会で話題提供をしていただいた内容について、そ

の際に使用していただいたパワーポイント等の資料をまとめた。 

話題提供をしていただいた題目は以下のとおりである。 

（１） 第１回研究会話題提供 

２．１ 終処分場からみた廃棄物計画 ― 終処分場の課題と対応ー  

堀井 安雄氏（(株)エックス都市研究所） 

（２） 第２回研究会話題提供 

２．２ 資源循環からみた廃棄物処理計画  

橋本 昭夫氏（ＮＰＯ北海道資源循環研究所） 

 

（３） 第３回研究会話題提供 

災害廃棄物処理を考慮した廃棄物処理計画 ⇒１．４．４  

平山 修久氏（名古屋大学） 

２．３ 新たな東京都の廃棄物処理計画  

古澤 康夫氏（東京都環境局） 

 

（４） 第４回研究会 

グローバルな動きを踏まえた循環型社会を推進する廃棄物処理計画(仮) 

⇒１．４．３ 

石井 一英氏（北海道大学） 

新しい三重県の廃棄物処理計画 ⇒１．４．５ 

松本 高明氏（三重県環境生活部） 

 

（５） 第５回研究会 

２．４ 「 新デンマーク視察報告 ー熱・エネルギー供給実態を中心にー」  

白川 百合恵氏（パシフィックコンサルタンツ（株）） 

 

第３回研究会で名古屋大学平山先生に講演していただいた「災害廃棄物処理を

考慮した廃棄物処理計画」、第４回研究会で北海道大学石井先生に講演していた

だいた「グローバルな動きを踏まえた循環型社会を推進する廃棄物処理計画(仮)」

および三重県環境生活部松本氏に講演していただいた「新しい三重県の廃棄物処

理計画」は和歌山大学で行った平成28年度秋の企画セッションの発表内容を講演

していただいた。「１．６ 秋の企画セッション」に掲載した講演内容を参照し

ていただきたい。 
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２．１ 最終処分場からみた廃棄物計画 ―最終処分場の課題と対応― 

                          堀井 安雄氏（現在：(株）エックス都市研究所)
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２．２ 資源循環からみた廃棄物処理計画  

                          橋本 昭夫氏（ＮＰＯ北海道資源循環研究所） 
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２．３ 新たな東京都の廃棄物処理計画 

                                 古澤 康夫氏（東京都環境局） 
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２．４ 「最新デンマーク視察報告 ー熱・エネルギー供給実態を中心にー」 

                        白川 百合恵氏（パシフィックコンサルタンツ（株））
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３．研究報告 

３．１ 一般廃棄物の中間処理施設の用地選定における住民参加に関する考察 

 武蔵野市環境部 ごみ総合対策課 中川和郎  
 
はじめに 

廃棄物行政は、2000 年（平成 12 年）の地方分権一括法施行以前から、固有の

自治事務であり、それぞれの自治体が地域の実情に合わせたやり方で、廃棄物の

適正な処理が行われてきた。その反面、廃棄物（ごみ）は汚い、臭い、不潔とい

うイメージがあり、廃棄物処理施設や廃棄物 終処分場の立地・建設をめぐって

は、行政と住民の間に紛争が起こった。  
そこで、本稿では、一般廃棄物の中間処理施設である武蔵野市の清掃工場（武

蔵野クリーンセンター）の建設における背景・用地選定について取り上げ、一般

廃棄物の中間処理施設の用地選定における住民参加とは何かを考えてみたい。  
 
１．ふじみ焼却場周辺住民の反対 

1955 年（昭和 30 年）に隣接の三鷹市と一部事務組合である武蔵野三鷹地区保

健衛生組合を設立し、三鷹市内にバッチ方式の清掃工場であるふじみ焼却場が竣

工した。武蔵野市内から排出される廃棄物はふじみ焼却場で処理されるようにな

った。その後、ロータリーキルン式機械炉に代わり、武蔵野市と三鷹市で排出さ

れる廃棄物の量が増大したことに伴い、次第に廃棄物の処理が追いつかなくなっ

た。これに対応するため運転時間の延長や焼却炉の増設に踏み切った。しかし、

昭和 40 年代に入りふじみ焼却場周辺にも宅地開発が進み、1970 年（昭和 45 年）

６月に焼却場に隣接する調布市緑ヶ丘１丁目住民を中心に騒音、悪臭、煤煙など、

環境全般についての陳情が出された。  
さらに同年８月７日には調布市の主婦 17 人による陳情書が武蔵野三鷹地区保

健衛生組合に提出されたが、依然としてふじみ焼却場からの汚染物質の排出は改

善されなかった。そして、1971 年（昭和 46 年）２月には、焼却場入口に調布市

と三鷹市住民 40 人がピケを張る事態に至り、三鷹市側から焼却場の分離が武蔵

野市側に申し入れられた。同年５月には、周辺住民によって武蔵野市から排出さ

れる不燃ごみの搬入禁止、焼却場の夜間運転の中止などの要求がなされた。  
こうした継続的な周辺住民の陳情により、当時の三鷹市の鈴木平三郎市長は、

ごみ減量化、不燃ごみ搬入禁止、焼却場の分離などを武蔵野市に申し入れた。1972
年（昭和 47 年）２月には、焼却場周辺住民 924 名による武蔵野市側に対し、廃

棄物の「自市内処理」を要求する陳情書が出された。そして、1973 年（昭和 48
年）５月には周辺住民が２回にわたり、焼却場入口でピケが張られ、武蔵野市か

らの廃棄物の搬入を阻止された。  
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こうした状況の中、三鷹市は武蔵野市に対し、1981 年（昭和 56 年）までに武

蔵野市内に焼却場（清掃工場）を建設していくことについて求めていった。武蔵

野市の後藤市長は三鷹市側の主張を受け入れ、ふじみ焼却場への搬入阻止を解除

できた。  
 

２．一般廃棄物の中間処理施設の用地選定の経過 

 武蔵野市側は一般廃棄物の中間処理施設の問題に対処するため、1972 年（昭和

47 年）６月に市議会に廃棄物対策特別委員会が設置され、1973 年（昭和 48 年）

３月に清掃対策市民委員会も発足した。市議会の廃棄物対策特別委員会は審議を

続け、1977 年（昭和 52 年）５月に委員会のまとめとして、基本方針を次のとお

り確認した。①自区内中間処理、②現在確立された技術を採用する、③可燃物と

不燃物両方を対象に対策を立てる、というものであった。  
 行政側では、環境整備部を新設し、清掃計画担当を設置し、事実上の一般廃棄

物の中間処理施設（清掃工場）建設に取り組むこととなった。そして、市民の中

にも、ごみ問題に対する関心は高まり、約 20 の市民団体が結集して「ゴミ対策

を推進する会」を発足し、1977 年（昭和 52 年）に第１回ごみ問題市民集会が開

催され、清掃工場を早期に建設する要望が決議された。また、可燃ごみと不燃ご

み、空き缶など金属類の分別や資源回収によるごみ減量啓発運動が実施され、市

民への理解と協力が求められた。しかし、武蔵野市内全域は市街化区域であり、

市域（10.98  ）の狭さもあり、清掃工場建設の用地選定は難航していた。これ

らを受けて、後藤市長は、1978 年（昭和 53 年）２月の市議会で清掃工場の用地

を年内に選定したとの旨を報告した。  
その一方で、武蔵野三鷹地区保健衛生組合では、1977 年（昭和 52 年）９月に

東京都の指導も得て、クリーンセンター建設五ヶ年計画フロー（案）を策定した。

武蔵野三鷹地区保険衛生組合の基本方針は、1982 年度（昭和 57 年度）までに第

二工場を武蔵野市に建設し、1983 年度（昭和 58 年度）以降武蔵野市のごみは責

任を負わない。第二工場用地の選定は武蔵野市が行うこととなった。一般廃棄物

処理施設建設用地の予備調査にあたっての必要条件として、次の５点を満たす土

地について選定し検討した。①武蔵野市内であること、②面積が 10,000 ㎡以上

あること、③現在建築物がそれほどないこと、④用地の確保が早急かつ確実に行

われること、すでに決定された都市計画と競合しないことであった。用地の選定

については、①都立小金井公園予定地、②都立武蔵野中央公園予定地、③市営総

合グラウンド、④市営プール地を 終候補地として調査検討を行った。そして、

①と②については、公園として都市計画決定済みであり、これを覆すのは極めて

困難であった。③については、旧土地所有者から市に譲渡された際に、スポーツ

施設として利用するという条件であったため、その経過からして困難であった。

65



従って、④が市有地であり、都市計画とも競合せず、プールも老朽化が進み改造

の時期に来ているとして、一般廃棄物の中間処理施設建設用地として選定した。

これを受けて、1978 年（昭和 53 年）の 12 月市議会で、後藤市長は「清掃工場

の建設用地は市営プール地に選定」と報告した。1979 年（昭和 54 年）３月議会

に建設促進４件、反対５件の陳情が出され、市営プール地の周辺住民の反対運動

が広がっていった。そして、膠着状態のまま、市長が交代した。  
 
３．一般廃棄物の中間処理施設（清掃工場）の用地選定と住民参加 

当時の清掃工場は、迷惑施設の代表格であり、騒音、悪臭、煤煙などを引き起

こしていた。また、清掃工場が稼働して 10 年に満たないまま閉鎖になることも

少なくなかった。そのため、住民の多くが清掃工場の建設は必要であるけれども、

自分の家の近くに建ってほしくないという声が多かった。  
武蔵野市では、総合計画である、第一期武蔵野市長期計画の策定において、全

国に先駆けて市民参加方式がとられていた。しかし、清掃工場建設の用地選定に

関しては、市民参加が困難であるものとし、市の責任で決定すべきものという姿

勢をとった。すなわち、清掃施設は、いわゆる住民エゴ、地域エゴといわれるも

のがつきまとう典型的な迷惑施設の一つだったことも起因している。また、当時

は、環境影響評価法が施行される前でもあり、環境アセスメントによる客観的な

用地選定もむずかしいという事情もあったと思われる。  
現在では、行政の計画策定の段階で、ワークショップなどの参加型の住民参加

方式が行う自治体が多くなってきた。そして、廃棄物処理施設及び廃棄物 終処

分場の建設・用地選定の選定段階から住民参加を進める事例は、今でこそ見受け

られるようになった。廃棄物処理施設の立地・建設をめぐって展開される対立や

利害調整において、一般住民の参加と協働、討議の過程を通じた合意形成が不可

欠である。そのために行政は、住民に対し情報提供を行い、立地及び建設過程で

の透明性の確保が求められる。  
そのうえで、廃棄物行政は、自治事務であり、地域の実情に合わせた廃棄物の

収集と適正処理について、住民と一緒に議論していくべきであると考えている。

用地選定の段階で、一般廃棄物の中間処理施設の建設または廃棄物 終処分場の

用地確保が困難であれば、可燃ごみを焼却しないで処理する方法は何か、ごみを

埋め立てない済む方法は何かなど、行政と住民が一緒になって、総合的な視点で

一般廃棄物の処理方法について十分に議論していく必要がある。  
 

おわりに 

多くの清掃工場では、ストーカ炉方式が導入され、騒音・悪臭・煤煙対策が施

され、技術性も大きく向上している。ごみを燃やして熱で発電する「ごみ発電」、
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博物館顔負けの見学者コースなど、アメニティ施設としての要素も備わっている。

廃棄物処理施設の維持管理の透明化を図り、信頼性を高めることを目的に、「廃棄

物の処理及び清掃に関する法律」も 1997 年（平成９年）６月に大幅に改正され、

制度的にも透明化が図られた。廃棄物処理施設の用地選定・建設過程及び維持管

理の透明性の確保を図ることにより、清掃工場が迷惑施設から脱却して、地域の

シンボルとして周辺の住民に認知され、愛されていくものと思われる。  
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３．２          都市防災への清掃工場の活用について 

    ―防災支援による地域住民の清掃工場に対する意識変化―  

  

Study on utilization of incineration plant for urban disaster prevention  

 

―Changing consciousness of residents to incineration plant through  

disaster management support― 

 

日本大学理工学研究所  橋本 治 

 

３．２．１ はじめに 

 清掃工場の多くは、東日本大震災において機能を維持し災害廃棄物処理に貢献した。強

靭で防災への適応可能な設備、機能を有する清掃工場は、発災が懸念されている首都直下

型地震では防災施設としての社会的な役割が期待されている。東京 23 区の清掃工場は震災

時に、大規模救出救助活動拠点 1)として警察・消防・自衛隊等の活動拠点として使われる

ため、安全上の理由から清掃工場が避難所とし被災した人々を受け入れることは困難とな

る。このため、防災施設としての清掃工場は、避難所となる近隣の公共施設や学校、病院

等に電力やエネルギー、水を供給し、避難者の安全を側面から支援する防災支援清掃工場

（以後「支援工場」という）として役割を果たすこととなる。支援工場の機能、設備、能

力については２７年度計画部会報告 XX)において制度的な課題等もあるが、有効な防災能力

を持つことを示している。 

 支援工場は、工場周辺地域に震災への備えという これまでの還元施設やインフラ整備

とは異なる「安全・安心」という心理的な便益を提供することができる。安全、安心は地

域住民の清掃工場に対する嫌悪感 2）3)を緩和し、清掃工場を受容する方向に変化する可能

性が考えられる。これまで、困難と考えられてきた清掃工場の市街地立地は、防災・安全

においてもエネルギー有効利用においても大きな効果をもたらす。このため、清掃工場が

防災機能を持つことによる地域住民の意識変化をとらえることは、立地の可否に大きな影

響を与え、廃棄物計画において清掃工場を防災、エネルギー供給を含めた都市施設として

活用するために大きな意義がある。 

３．２．２ 研究の目的 

 清掃工場を防災支援施設として活用し、これまでの地域還元施設や便益提供とは異なる

地域への安全と安心を提供することで、地域住民の清掃工場に対するマイナスイメージが

変容する可能性、施設受容の有無についてアンケート調査により確かめることを目的とし

た。 

３．２．３ 研究方法 

（1） 調査概要 

アンケート調査は、世田谷区の東京２３区清掃一部事務組合千歳清掃工場周辺を対象と

した。調査範囲は、従来の地価変動、悪臭等の研究 4）5）において清掃工場の直接的な影響

範囲と考えられる工場より１Km 範囲を対象とした。対象範囲内を東西南北 4 方向、200ｍ

毎に 20 地区に区分して各 50 通ずつ合計 1000 通を直接投函配布した。配付先は戸建て集合
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住宅の割合を地域毎に考慮した。アンケートの配付は 2016 年 12 月１日～12 月 8 日までの

日曜日を除く 6 日間で実施した。アンケートの回収は郵送で行い、1 月 13 日までに 309 通

の回答を得た。 

（2）アンケート内容 

アンケートは、回答者の属性質問（7 問）と工場へのイメージ、認知度、防災支援の必

要性などについての調査質問（7 問）とした。資料１参照 

 

３．２．４ 調査結果の概要 

（1）アンケート回収率 

 アンケートの全体回収率は 30.9％、各地区の回

収率は 16～48％と変化している。回収率は、集合

住宅が多くみられる南方向が低く、他野方向に比

べ統計的に低い有意差が見られるが、工場からの

距離では有意差はみられなかった（図 1）。 

（2）回答者の属性 

・回答者の居住年数は、20 年以上が 50％をしめ、

清掃工場の建て替え前の旧工場を知る住民も多

く、新・旧工場の比較が回答に反映されている

可能性もある（図 2）。 

・回答者の年齢構成は、世田谷区内の平均に比べ

て若年層が少なく高齢者が多くなっている（図 3）。 

ごみ分別意識は 97.4％の回答者が持ち、環

境や廃棄物に関する意識は高いといえる。 

（3）単純集計結果 

 アンケートの単純集計結果を表 1 に示す。 

 

３．２．６ アンケート結果の概要 

（1）清掃工場に対する地域住民の意識 

千歳清掃工場の存在は 97％とほとんどの近

隣住民が認識している。清掃工場に対する住

民のイメージは、これまで社会的に認識され

てきた忌避施設としてのマイナスイメージと

は異なり「よい・ややよい」の住民が 56.3％

となり、「よくない・あまりよくない」7.1％

を大きく上回り、現状においても清掃工場を

受容する好意的なイメージが多い(図 4)。 

イメージが良い理由は、ごみ処理に必要が

41.4％、プール等の還元施設が 23.6％となっ

ており、清掃工場の社会的必要性の理解や利

益還元が大きな要素となっている（図 5）。 
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これは、目黒、杉並

清掃工場の建替住民説

明会において住民が示

した関心を持つ項目

（公共性への合意、受

表1　アンケート集計結果 回答者数　309名

Q　１　清掃工場の認識 回答割合％
認識 知っている 知らない 不明 合計

回答者 97.4 2.3 0.3 100.0

Q 1-１　清掃工場のイメージ 回答割合％
イメージ よい ややよい どちらともいえない あまりよくない よくない 不明 合計
回答者 35.3 21.0 34.0 6.8 0.3 2.6 100.0

Q 1-2　よい、ややよいの回答理由　　 回答割合％

よい理由 ごみ処理に必要 プール等の還元施設 発電を行っている 循環型社会に貢献 その他 不明 合計
＊

回答者 41.4 23.6 5.5 6.1 1.6 40.5 118.8

Q1-3　あまりよくない　よくない　の回答理由　　 回答割合％

よくない理由 有害物汚染 悪臭騒音・交通 景観悪化 イメージの悪化　 その他 不明 合計
＊

回答者 8.4 0.3 1.6 1.3 0.0 90.3 101.9

Q2  工場の基本的役割認識 回答割合％
認識 知っている 知らない 不明 合計

回答者 75.4 22.7 1.9 100.0

Q3  エネルギー回収認識　 回答割合％
認識 知っている 知らない 不明 合計

回答者 79.0 20.1 1.0 100.0

Q４　　環境汚染の不安　 回答割合％

不安感の有無 感じない 少し感じる 不安に感じる わからない 不明 合計
＊

回答者 51.1 36.6 6.5 5.2 1.0 100.3

Q4-1　不安を感じない理由  回答割合％

感じない理由 最新の施設・設備 規制基準を順守 工場を信頼 ＩSOを取得 その他 不明 合計
＊

回答者 14.6 13.3 21.7 1.0 3.9 49.8 104.2

Q4-２　不安を感じる理由　    回答割合％

不安理由 設備の故障・事故 生活環境の悪化 清掃車の交通傷害 環境汚染がゼロでない その他 不明 合計
＊

回答者 20.7 5.2 1.6 18.4 2.9 57.3 106.1

Q５ 温水プールの認識 回答割合％
認識 知っている 知らない 不明 合計

回答者 98.4 1.3 0.3 100.0

Q５-1  温水プールの利用 回答割合％
利用の有無 ある ない 不明 合計

回答者 77.3 20.7 1.9 100.0

Q６　地域防災施設となる必要性 回答割合％
必要性の有無 必要 少し感じる ちらともいえない あまり感じない 必要ない 不明 合計

回答者 81.9 12.9 3.2 1.0 0.0 1.0 100.0

Q７　防災機能によるイメージの変化　   回答割合％
イメージ変化 よくなる やや良くなる 変わらない やや悪くなる 悪くなる 不明 合計

＊

回答者 60.2 25.6 13.3 0.6 0.3 0.3 100.3

Q7-1　イメージがよくなる理由    回答割合％

よい理由 災害時の安全 通常時の安心感 工場周辺地価上昇 その他 不明 合計
＊

回答者 71.2 15.9 0.3 1.6 13.3 102.3

Q7-2　イメージが悪くなる理由 回答割合％
わるい理由 災害時の混乱 役立つかが不明 費用が大きくなる その他 不明 合計

回答者 0.0 0.6 0.0 0.3 99.0 100.0
＊ ：　複数回答の場合は合計が１００％を超える 　不明　：　回答なしまたは回答理由なし
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益者近接）6）7）と一致して

いる。一方、「よくない・あ

まりよくない」の理由は有

害物汚染 8.4％、景観悪化

が 1.6％、地域イメージの

悪化など生活環境への懸念

が示されている。「よい・や

やよい」のイメージを持つ

住民の年代を見ると、年齢

が高くなるにしたがって増

加している(図 6)。 

(2）環境汚染に対する住民

の不安 

環境汚染に対する不安を感

じない住民が 51.1％と半

数を超えているが、不安を

感じる住民も 43.1％おり、

環境汚染への不安の払拭は

重要な課題となる（図 7）。

不安を感じない要因は、工

場 を 信 頼 し て い る が

21.7％、 新の施設・設備

が 14.6％、規制基準の遵守

13.3％となり清掃工場への

信頼感の現れと考えられる

（図 8）。不安の要因は、設

備の故障や事故の 20.7％、

環境汚染がゼロにならないかが 18.4％など従来か

らの不安が解消されていないこともわかる。設備の

故障や事故に関する不安は、他の産業に比べ労働災

害度数率が高い清掃工場を含む廃棄物処理施設の多

くの事故によるものと考えられる。工場の廃棄物安

全を高め、安全管理を進めることで住民の信頼を得

ていくことが重要となる（図 9）。また、環境汚染の

ゼロリスクを求める意見も多く、環境影響や健康被

害に関する理解を深める活動で安全をアピールする

ことで信頼関係を培うことが重要となる。 

（3）防災機能によるイメージの変化 

 清掃工場が防災機能を持つことは、94.9％とほとんどの住民が賛成し、大きな期待を持

っている。また、防災機能を持つことにより 85.8％の住民のイメージが好意的に変化して
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いる（図 10）。イメージが

好意的な方向に変化した要

因 は 、 災 害 時 の 安 全 が

68.9％、通常時の安心感が

13.6％など、安全、安心を

求め多くの住民が防災機能

の付加に期待していること

がわかる。 

（4）距離による環境影響、

住民意識の変化 

工場に対する地域住民

のイメージや環境汚染の不

安は、工場に近いほど影響

を受けると考えていたが、

距離による影響はほとんど

見られない(図 11、図 12)。

また、防災機能付加による

イメージの変化も、距離が

離れると僅かに好意的な変

化が高くなる傾向がみられ

るが大きな影響は見られな

い。（図 13） 

 

３．２．７ まとめ 

アンケート結果から、清

掃工場の対する住民の意識

について二つの新たな知見

を得ることが出来た。 

① 防災機能付加により住民の清掃工場に対するイメージが好転する。 

② 清掃工場はこれまで忌避施設とされ、地域住民の清掃工場に対するイメージは悪いも

のと考えられてきたが、好意的なイメージが多くある事例が 

本研究で得られた成果は、清掃工場を都市防災施設として活用することで、廃棄物計画

における清掃工場の位置づけを忌避施設から受容される施設へと変える新たな事例となる。 

本研究結果が特異な事例でないことを示すために、他の地域での調査研究を積み重ね、

清掃工場の社会的認識の変化を明らかにしていくことが必要となる。 
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2016 年 12 月 1 日 

防災施設としての清掃工場の活用に関するアンケートのお願い 

 

日本大学理工学部建築学科都市エネルギー研究室では、 都市における エネルギー、 廃棄物、 防

災に関する 研究をし ており ま す。 今日、 首都直下型地震の発災が懸念さ れ、 震災への備えが進め

ら れる 中で、 強靭な設備機能を備えた清掃工場は、 電力、 熱を供給する 防災施設と し て有効に活

用する こ と ができ る と 考えており ま す。こ のための研究調査用データ と し て清掃工場周辺地域の

皆様にアンケート を実施さ せて頂く こ と と いたし ま し た。  

 本調査の対象と し た世田谷区八幡山の千歳清掃工場は、平常時にはごみ焼却熱によ る 発電を行

い、 世田谷区の 11.3％に当たる 約１ 万５ 千世帯分の年間使用電力を発電し ていま す。 ま た、 隣接

し た千歳温水プールに温水をつく る 熱を供給し ていま す。 災害時には、 周辺地域に電力や熱、 水

など を供給する 防災支援施設と し て社会的に重要な設備と なる 潜在的能力を持っていま す。  

本調査では、災害時に清掃工場が地域の安全と 安心に寄与する 能力を 持つこ と に対する 地域の

皆様の意識と 、 清掃工場に対する 地域の皆様のイ メ ージについて調査を行う も のです。  

調査結果は清掃工場を防災施設化する 基礎的な研究資料と する こ と を目的と し ていま す。是非、

アンケート にてご意見を お聞かせく ださ い。 調査は無記名で、 全体的な傾向を把握する ために用

い、 個人が特定さ れる こ と はあり ません。 日ごろ感じ ている こ と をご自由にお答えいただければ

幸いです。 つき ま し ては大変恐縮ではございま すが、 同封のアンケート 用紙にご回答いただき た

く お願い申し 上げま す。  

 得ら れた個人情報は調査論文以外に使用する こ と はございま せんのでご協力のほど お願い致

し ま す。 なお、 回答用紙は同封の封筒（ 切手張付不要の料金受取人払、 返送先住所記入済み） に

入れ郵便ポス ト にご投函く ださ い。１ ２ 月２ ８ 日ま でにアンケート を 返送いただける と 幸いです。

 

問い合わせ先 

〒101-8308 東京都千代田区神田駿河台 1-8-14 

日本大学理工学部建築学科（ ５ 号館９ F ５ ９ ７ A） 都市エネルギー研究室   

TEL/FAX ０ ３ －３ ２ ５ ９ －０ ６ ４ ６    

TEL は１ ２ 月１ ２ 日以降 月、 水、 金曜日の１ ４ 時～１ ６ 時にお願いし ま す。  

担当  橋本  
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アンケート回答用紙 

 

回答方法 ：  該当する 回答、 番号に丸印をつけてく ださ い。  

 

＜回答者について＞ 

Q １ あなたが現在地に住んでいる年数をお答えください 

１ 年以内 ３ 年以内 ５ 年以内 １ ０ 年以内 １ ５ 年以内 ２ ０ 年以内 それ以上 

Q ２ あなたの居住形態をお答えください 

一戸建（ 持ち家）  一戸建（ 借家）  集合住宅（ 持ち家）  集合住宅（ 借家）  その他 

Q ３ あなたの家族構成をお答えください 

単身 家族 二世帯 その他 

Q ４ あなたの職業をお答えください 

会社員 公務員 各種団体職員 経営者・ 個人事業主 専業主婦 学生 無職 その他 

Q ５ あなたの性別をお答えください 

男性  女性 

Q ６ あなたの年齢をお答えください 

20 歳未満 20～29 歳 30～39 歳 40～49 歳 50～59 歳 60～69 歳 70 歳以上  

 

Q ７ 普段ごみの分別をどの程度意識されていますか？ 

強く し ている  ややし ている  どちら と も いえない あま り し ていない 全く し ていない 

 

 

＜調査質問事項＞ 

Q １ 千歳清掃工場が近くにあることをご存知ですか？ 

① 知っ ている   ②知ら ない 

＜Q １の回答理由についてお尋ねします＞ 

Q １-１ Q１で「①知っている」と回答された方にお尋ねします。千歳清掃工場に対して、

どのようなイメージをお持ちですか？                  

① よ い ② ややよ い ③ ど ちら と も いえない ④ あま り よ く ない ⑤ よ く ない 

             ２  

＜Q １-１の回答理由についてお尋ねします＞ 

Q １-２ Q １-１で「①よい、または、②ややよい」をお答えした方にお尋ねします。一番

の理由は何ですか？ 

①ごみ処理に必要な施設だから  ②プール等の還元施設がある から  

③発電を行っている から  ④循環型社会に貢献し ている から  

⑤その他（             ）  

Q １-３ Q １-１で「④あまりよくない、または、⑤よくない」をお答えした方にお尋ねし

ます。一番の理由は何ですか？ 

①有害物汚染の懸念 ②悪臭騒音・ 交通障碍等の懸念 ③景観悪化  

④地価下落・ 地域イ メ ージの悪化 ⑤その他（             ）  

Q ２ 千歳清掃工場はごみを高温で焼却して、地域の公衆衛生・地域環境を保つ施設であること

をご存知ですか？ 

①知っている   ②知ら ない 

Q ３ 千歳清掃工場は、焼却熱を有効に利用して発電や熱の利用を行っていることをご存知で

すか？ 

①知っている   ②知ら ない 

Q ４ 千歳清掃工場では、最新の技術・設備や運用により環境汚染を最小にしていますが、不安

を感じますか？ 

①感じ ない ②少し 感じ る  ③不安に感じ る  ④わから ない 

 

＜Q ４の回答理由についてお尋ねします＞ 

Q ４-１ Q４で「①感じない」をお答えした方にお尋ねします。一番の理由は何ですか？

①最新の施設・ 設備だから  ②規制基準を順守し ている から  ③工場を信頼し ている から

④ISO を取得し ている から   ⑤その他（             ）  

Q ４-２ Q４で「②少し感じる、または、③不安に感じる」をお答えした方にお尋ねします。

一番の理由は何ですか？ 

①設備の故障・ 事故の危険性 ②悪臭騒音等の生活環境の悪化の危険性 

③清掃車の交通障・ 騒音等 ④環境汚染がゼロ になる こ と はないから  

⑤その他（             ）  

Q ５ 千歳清掃工場に隣接して、住民の皆様が利用できる温水プール施設（千歳温水プール）が

ありますが、ご存知ですか？  

① 知っている  ②知ら ない 
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＜Q ５で「①知っている」をお答えした方にお尋ねします＞ 

Q  5-１ 住民が利用できる温水プール施設を利用したことがありますか？ 

①ある   ②ない 

 

Q ６ 千歳清掃工場が、災害時に電力、熱、水を供給する地域防災施設となる必要性を感じます

か？ 

①必要 ②少し 感じ る  ③ど ちら と も いえない ④あま り 感じ ない ⑤必要ない  

Q ７ 千歳清掃工場が、地域防災施設となった場合に、清掃工場に対するイメージが変わります

か？ 

①よ く なる  ②やや良く なる  ③変わら ない ④やや悪く なる  ⑤悪く なる  

 

＜Q ７の回答理由についてお尋ねします＞ 

Q ７-１ Q ７で「①よくなる、または、②やや良くなる」をお答えした方にお尋ねします。

一番の理由は何ですか？ 

①災害時の安全確保 ②通常時に安心感がある  ③工場周辺地価が上がる   

④その他（             ）  

Q ７-２ Q ７で「④やや悪くなる、または、⑤悪くなる」をお答えした方にお尋ねします。

一番の理由は何ですか？ 

①災害時の混乱を懸念 ②実際に役立つかが不明 ③運営費用が大き く なる  

④その他（             ）  

 

 

質問は以上です。 ご協力あり がと う ございま し た。  

 

＜自由意見＞ 本調査に対する ご意見等があり ま し たら ご記入く ださ い 
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資料１ アンケート用紙
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