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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） 

１．はじめに 

 技術革新が社会を変化させる状況に息をのむほどである。特に IT を組み入れた業

務、決済、製品により私たちの生活は一変した。また、グローバル化の波がいやお

うなしに我が国のあらゆる政策に影響を及ぼし、国民の生活を護るために世界の動

きへの対応、ないしはリードが必要となっている。そして世界の人口増大、我が国

の高齢化（長寿化）人口減少のトレンドがあらゆる政策を揺さぶっている。 

が、いかなるときも、地球の自然、生態系の基本を押さえた人間社会の構築を忘

れてはならない。我が国の地球上の自然的位置づけを再確認させた東日本大震災か

ら 5 年となる今年に至る迄、当部会では日本の一大事に廃棄物分野からのアプロー

チとして『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

に研究活動を進めてきた。 

平成 27 年度は『熱・エネルギー供給と廃棄物処理施設』のテーマ 3 年目であった。

“立地”“規模”“対象廃棄物”と議論してきて、前企画セッションで、熱・エネル

ギー供給を有効にする“対象廃棄物”を選定するうえで、科学的な根拠と比較可能

なコストの提示で、住民が納得して合意することが重要であると認識が高まった。 

この認識のもと、今年度は部員居住自治体の「ごみ処理と熱・エネルギー供給実

態調査」を実施。特に廃棄物処理で熱・エネルギー寄与率の高いプラスチック類の

処理コストに着目してまとめた。第 26 回研究発表会部会企画セッションでは、中心

的に、この部会調査のまとめを行った尾葉石氏が調査結果を発表。部員の阿賀氏が、

長年、熱供給、発電を実施している事例の因果関係を調査発表した。また、今後の

方向性として、倶知安町長から高齢化・自治体予算減少を踏まえ、民設民営で可燃

ごみ固形燃料化を羊蹄山麓 7 町村で広域実施している事例を発表していただいた。 

この企画セッションで、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の重要性を認識したはずだ。 

 また、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

れる重要性も認識した。国も平成 27 年 7 月廃棄物処理法及び災害対策基本法、平成

28 年 1 月廃棄物処理基本方針を、災害廃棄物処理も考慮する改定で体制を整備した。 

どのように社会が変わっても、都市代謝、生命代謝の一環としての廃棄物処理は、

欠かせない。いよいよ、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』に、次年度から取組むことに

皆様と合意した。其々の持ち味を重ね合わせ成果を上げていきましょう。 
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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 27 年度活動内容 

一昨年からの部会研究テーマ『熱・エネルギー供給と廃棄物処理施設』をめぐ

る 3 回目の企画セッションを九州大学第 26 回研究発表大会で開催した。 

通常活動として、『熱・エネルギー供給と廃棄物処理施設』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、1 回の学会企画委員会セミナー（当部会企画）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 27 年度第 1 回研究会 4 月 18 日 東京中央区立環境情報センター 

◆『プラスチックごみの発電利用に関する考察』㈱環境管理センタ- 片柳健一氏  

◆部会議論：秋の企画セッション準備、調査の遂行                   

■平成 27 年度第 2 回研究会・幹事会 5 月 30 日勤労福祉会館・三田いきいきプラザ 

 ◆H27 年部会『市区町村ごみ処理と熱・エネルギー供給実態調査』整理・分析 

□平成 27 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 

『低炭素社会の実現に向けて 

  ー地域エネルギー創生と防災センターとしての清掃工場ー』 参加及び幹事会 

◇施設見学会  7 月 23 日 24 日  報告：丹羽 忍氏 P19 

１．『羊蹄山麓 7 町村広域廃棄物処理計画における可燃ごみの RPF 化』 

倶知安町長 講演 

２．ニセコ運輸：RPF 製造、リサイクル施設、 終処分場  概要受講 視察 

３．J ファーム苫小牧：バイオマス燃料による植物工場   概要受講 視察 

４．王子製紙：紙製造過程ボイラーの RPF 使用状況         概要受講 視察 

■平成 27 年度第 3 回研究会・幹事会 7 月 23，24 日 フェニックス洞爺会議室 

◆『実績ある廃棄物処理施設の熱・エネルギー供給事例』阿賀裕英氏 

◆『市区町村ごみ処理と熱・エネルギー供給実態調査分析』尾葉石 優氏 

◆部会議論：企画セッション発表内容の点検 

■平成 27 年度第 4 回研究会・幹事会 8 月 22 日 中央区立環境情報センター 

 ◆部会議論：企画セッション論点議論、準備 

●廃棄物資源循環学会発表大会企画セッション 9 月 2 日 九州大学伊都キャンパス 

テーマ： ≪『熱・エネルギー供給と廃棄物処理施設（３）』≫ 
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昨年企画セッション（１）（２）の論点“立地”“規模”“対象廃棄物”選択、分別

に続き（３）として熱・エネルギー供給を有効にするために、 

１．地域特性にあわせた廃棄物処理施設選定、 

２．「対象廃棄物」の分別・資源化、 

３．コストの効率化 はどうあるべきか議論 

発表者：当部会員尾葉石優氏、阿賀裕英氏、倶知安町長西江栄二氏 

コーデイネーター：当部会員三品雅昭氏 

■平成 27 年度第 5 回研究会・幹事会 10 月 3 日 三田いきいきプラザ 

 ◆『9 月 29 日 学会企画 ３R と資源効率セミナー解説』  中村恵子氏  

 ◆部会議論：企画セッション踏まえ今後の活動、調査協力自治体への御礼等対応 

□平成 27 年度准研究会・幹事会 11 月 20 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 

『低炭素社会の実現に向けてー電力自由化と廃棄物発電』 参加及び幹事会 

●平成 27 年度学会企画セミナー（廃棄物計画部会企画） 

日時：平成 28 年 1 月 29 日  

場所：専売ビル 8 階  

テーマ： ≪「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≫ 

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 

講演：第 1 の狙いの意義、内容、国全体での位置づけを環境省和田様が講演 

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」では、 

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様、日建連

災害廃棄物部会幹事長岩佐様が発表された。 

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」では 

実際に業務を担われた岩沼臨空工業団地協議会粟野様、太平洋セメント生産部

長坂本様、宮城県産業廃棄物協会仙台支部近藤様が発表された。 

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」 

京都大学酒井教授によるコーデイネーターで、パネルデイスカッション。 

■平成 27 年度第 6 回研究会 平成 28 年 1 月 30 日 東京中央区立環境情報センター 

 ◆『熱・エネルギー供給と防災拠点を目指す新廃棄物処理計画の合意形成』 

                   武蔵野市ごみ総合対策課 中川和郎氏 

◆部会議論：来年度活動計画、予算、外部発信企画、活動報告書等 
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３．出版・報告 

報告：学会誌 VOL.26 No.1 2015【平成 26 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 6 回研究会にて中川さんは話題提供され、押谷教授は、出席の機会をう

かがっていらっしゃいます。 

○中川和郎氏 武蔵野市ごみ総合対策課 

○押谷 一氏 酪農学園大学 農食環境学群 資源再利用学 教授  
５．平成 28 年度活動計画予定 

平成 25 、26 、27 年度と 3 年にわたり、日本におけるエネルギーの確保という

重要課題に廃棄物分野からアプローチするために『熱・エネルギー供給と廃棄物

処理施設』をテーマに部会研究活動を進めてきた。この 3 年間の部会活動と『災

害廃棄物処理計画』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、論点から計画論を議論し、日本の廃棄物行政に寄与していく。 

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） 

「廃棄物処理法基本方針の改定」「民間との協働で進める多様な廃棄物処理計画」

等セミナーを①、或いは②で外部発信企画が案として出ている。 

≪平成 28 年度研究会話題提供案リスト案≫ 

【計画論】「熱・エネルギー供給と防災拠点を目指す新廃棄物処理計画の合意形成」 

武蔵野市ごみ総合対策課中川和郎氏 H28.１ 

【 終処分】「 終処分場からみた廃棄物計画― 新の技術と理論」 

クボタ環境堀井安雄氏 H28.4 

【資源化】「生ごみの肥料化―市町村資源化事業団設立へー」 

北海道循環資源研究所橋本昭夫氏 H28. 

≪平成 28 年度研究会・幹事会日程と部会活動議論内容案≫ 

◆平成 28 年度第 1 回研究会・幹事会 4 月 9 日京都白河院 関西 G 関東 G 合同 

■話題提供『 終処分場からみた廃棄物計画― 新の理論と技術』 

クボタ環境 堀井安雄氏 

■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 27 回研究発表大会 9 月 27 日（火）28 日（水）29 日（木）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 
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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 

● 5 月 26（木）セミナー、5 月 27 日(金)総会 特別講演会・総会 川崎産業会館 

 「廃棄物処理法基本方針の改定」を特別講演案に学会理事会企画委員会に提出 

◆平成 28 年度第 2 回研究会・幹事会 5 月 28 日(土)中央区立環境情報センター 

 ■話題提供 未定 

■部会活動議論「企画セッション準備」「年間活動計画案」 

「予算」学会から決定額の通知→それに対応し「部会活動」「予算修正案」作成 

◆平成 28 年度第 3 回研究会・幹事会 6 月 日(土)中央区立環境情報センター 

■話題提供 未定 

■部会活動議論 

「年会準備」論点確定 

行程表：論点をパネリストに提示７月末日→資料作成８月末 日締切 

資料作成→9 月 26 日搬入（概算経費見積もり） 

役割分担確定： 

幹事会日時：9 月 27 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 

◆平成 28 年度第 4 回研究会・幹事会 8 月  日(土) 中央区立環境情報センター 

 ■部会活動議論   

  企画セッション 直前準備 

●廃棄物資源循環学会発表大会  9 月 27，28，29 日 和歌山大学 

≪企画セッション≫『 未定  』 9 月 27 日 

幹事会 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」「29 年度対外発信企画案」 

◆平成 28 年度第 5 回研究会・幹事会 10 月  日中央区立環境情報センター 

■話題提供 未定 

■部会活動議論 

「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 

「対外セミナー準備」テーマ案『未定』 日程 未定 

◆平成 28 年度第 6 回研究会・幹事会 平成 29 年 2 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」「平成 29 年度外部向セミナー準備」 

「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２７度 廃棄物計画部会活動について 

廃棄物計画部会は関東グループと関西グループに分かれて主な研究活動を行

っている。本年度の主な活動は表１－１のとおりである。 

 

表 1-1 平成２７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  廃棄物計画部会 研究会議事録 

開催日時：平成 26 年 4 月 18 日（土） 9:00～ 12:00   

開催場所：「中央区立環境情報センター」会議室  

出席者  ：阿賀、片柳、中村、橋本、三品、堀井、由田、臼井(記 )(50 音順 敬称略 ) 

配布資料：           

資料１．平成 27 年度第 1 回廃棄物計画部会研究会・幹事会次第  

資料２．プラスチックごみの発電利用に関する考察（片柳） 

資料３．第 26 回研発表会準備スケジュール（学会） 

資料４．部員居住市区町村体熱・エネルギー供給実態調査の回答整理案（臼井） 

資料５．学会誌第 26 巻第 5 号目次案（中村） 

資料６．今年度の活動計画について（中村） 

■中村代表の挨拶 

本日は平成 27 年度第 1 回の研究会です。話題提供として片柳顧問から「プラ

スチックごみの発電利用に関する考察」の話をしていただきます。 

廃棄物計画部会では一昨年より「熱・エネルギー供給と廃棄物処理施設」をテ

ーマに活動しており、立地、規模、対象廃棄物と論点を絞り、企画セッションを

開催してきた。その中で対象廃棄物としてプラスチックがクローズアップされ、

どのように熱エネルギーに変換するか、リサイクルはどうしたらよいか等、多方

面から検討が必要だというのが皆さんの実感ではないかと思います。そこで長年

研究に携わってきた片柳先輩のいろいろな視点からの考察をお聞きすることによ

り研究会の質を高めたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

今回から資料を事前に配布し、コピー等を持参していただく形にしています。

また、学術交流研究会からのスケジュールを基に、今年度の進め方、ごみからの

熱エネルギー実態調査のまとめ方についても話し合いたいと思います。 

それでは片柳顧問よろしくお願いします 

■講演(話題提供) ：「プラスチックごみの発電利用に関する考察」 

株式会社 環境管理センター 片柳健一氏   

平成 26 年度の活動報告書に記載していただいた「プラスチックごみの発電利

用に関する考察」の内容を第 1 回研究会の話題提供として、発表していただいた。 

廃棄物計画部会では、「熱・エネルギー供給と廃棄物処理施設」を部会活動の

テーマとしており、廃棄物処理の中で発熱量の高いプラスチックを燃やし、エネ

ルギー回収を行うという課題について、プラスチックごみのリサイクルとごみ発

電の現状と課題を整理していただき、さらにプラスチックごみのごみ発電への積
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極利用に関する考察として、容リ法対象のその他プラを焼却しごみ発電に積極的

に利用する場合（ペットボトルは再商品化）とその他プラを現在行われている容

リ法で定められた方法で再商品化するケースについて、環境保全、技術的側面、

経済性、社会システム面から比較検討し、その結果について考察し、そのまとめ

と片柳顧問の考えを発表していただいた。 

 

２ケースを比較、考察した結果を以下に整理した。 

・その他プラスチックをごみ発電に利用することは、石油の消費量を削減で

きる。 

・発電は、その他プラスチックを再商品化するほどコストはかからないが、

コストについては現在価値だけで評価できない面がある。 

・発生抑制への影響、地域住民の望む安全・安心、ライフスタイルの点も十

分に検討し進めれば、ごみ発電を効率的に行える規模の都市では特に反対す

るものではない。 

・ごみ発電を進めるためには、効率的にエネルギーを利用できる施設、まち

づくりと一体となった価値の高い施設（ 近は災害時の拠点にできる施設も

求められている）として活用するが望まれる。 

・ごみ処理コストという社会コスト全体を引き下げ、なおかつ環境負荷を低

減するには、時間がかかってもごみの発生抑制を進めることが必要と考える。 

・画一的にプラスチックをごみ発電に活用するという選択は、プラスチック

容器包装の大量生産、大量消費、大量廃棄に拍車をかけることになるのでは

ないか、と危惧される。 

・プラスチック再生利用の促進という観点から、リサイクル技術を向上させ

る努力の継続が必要である。ごみ発電を一方的に推進することは、こうした

技術開発の芽を摘み取る結果になるとも思われる。 

・我が国では「もったいない」との価値観があり、先進国の中では一人当た

りの家庭ごみ排出量が少ない国である。この価値観の維持は重要であり、こ

の点からもその他プラを画一的にごみ発電に利用することには反対である。 

・当廃棄物計画部会では各地方自治体のごみ処理計画のあり方を検討するこ

とが重要な使命である。地方自治体が計画を策定する場合には、自治体の規

模、財政、社会・産業構造に適合したローカルエネルギーの利用計画を策定

し、循環型社会に合致したまちづくり計画とも関連させることが重要である。 

・ごみ処理計画の策定においては、地域特性や住民の意向を反映した多様性

が重要であると考えている。 

橋本：ごみ処理は自治体の専有業務になっているが、これと広域化とはどのよう
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な関連にあるのか？ 

片柳：広域化してごみ処理を目的とした事務組合を作っている。 

橋本：事務組合は計画だけ作り、処理を自治体の事務として行うということか？ 

由田：一部事務組合は自治体が作り、その事務の一部を共同で行うということが

普通に言われる広域化の走りである。一部事務組合はたくさんある市町村

の事務処理の一部を特化して行う。事務とは地方自治法の事務を行うとい

うこと。今は東京 23 区一部事務組合が一番大きい。 

中村：広域連合という形もある。 

由田：広域連合は地方自治法を改正して、その後できた形で、物理的な事務をあ

まり行わないで意思決定のようなことを行う組織。 

中村：廃棄物処理施設を災害拠点とするという考えを国が出してきていることか

ら、廃棄物処理施設での発電が注目されてきているが、他にも RPF にする

等、いろいろな熱エネルギーの活用方法がある。片柳さんの立ち止まって

考えなさいという提起は貴重だという感想を持った。 

橋本：まとめにある画一的でなく行うというのが、重要だと思う。ごみの問題と

地域の問題等をマトリックス的に考えなくてはいけない。 

片柳：まとめで整理したように、計画部会としては、地域特性や住民の意向を反

映した多様性が重要と考えている。 

堀井：基本的に片柳さんの画一的に考えるべきではないという意見には賛成。た

だ計画部会的視点として、ただ多様性が重要というだけでなく、現在の社

会的状況からごみ処理の計画はこうあるべきというところを示す必要があ

るのではと思う。プラスチックは全て燃やすべきだという結論は焼却部会

からは出ても良いが、計画部会の計画の視点からの結論ではないと思う。 

中村：計画部会としては、いろいろな事例を見る必要がある。今年も倶知安町の

RPF 製造やニセコの処分場等の施設見学会を計画している。 

■部会活動議論 

１）部員居住市区町村体熱・エネルギー供給実態調査について 

・調査結果としていただいた回答を整理し、配布した。 

・鮫島さん、尾葉石さんに協力をしていただき、大阪等の回答をいただいてい

る。 

・調査結果のまとめを早めに行いたい。次回の研究会に皆さんで議論をし、ま

とめ、どのように分析するかを検討する必要がある。 

２）学術研究部会交流会情報による今後の日程 

・学術研究部会交流会での、今年の研究発表会までのスケジュールをまとめた

資料を配布した。 
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・今年の研究発表会は 9 月 2 日から 4 日の予定なので早めの用意が必要。 

・学会では、5 月 19 日には各部会に企画セッションを行うかの意向確認を行う

予定。 

・廃棄物計画部会は今年度も企画セッションを行う予定。 

・テーマは「熱エネルギー供給と廃棄物処理施設－３」ということで、特に実

態調査の結果から、分別とコストという観点で熱エネルギーにどれだけ寄与

し、どれだけのコストがかかっているかを分析して発表するということにな

っている。 

・企画セッションの趣旨は 6 月末が締め切りになると思われる。 

・6 月末前に、企画セッションのパネリスト、コーディネーターを決めておく

必要がある。 

・そのためには 5 月から 6 月のはじめにはあらあらの人選と発表の内容を決め

ておく必要がある。 

・実態調査結果も 5 月中にまとめておく必要があり、次回の研究会で調査結果

の分析作業を行いたい。 

・学会の行事として、5 月 28 日（木）に川崎産業会館でハイブリッドセッショ

ン、特別講演会・総会があり、翌 29 日に企画主体セッション、将来方向性 G

によるセッションがある。廃棄物計画部会としてはこれらの行事に合わせて

5 月 30 日の土曜日に研究会を開き、この時には 1 日かけ調査分析が行えたら

と思う。 

３）施設見学会案について 

・3 月 17 日から倶知安町で RPF 製造工場が稼動しており、下記のような視察を

計画している。 

○1 日目（木）：施設見学例 

・３月稼働羊蹄山麓広域廃棄物処理施設（倶知安町）RPF 製造  

・ニセコ町クローズ型 終処分場、生ごみ堆肥化施設 

フェニックス洞爺クラブ(セイコーマート研修施設)宿泊  

・会議室で調査分析、夕食、懇親会 

○2 日目（金) ：施設見学例  

・新日鐵住金セメント (室蘭市、プラスチックを含む廃棄物をセメント原料・

燃料化) 

（室蘭には、JESCO,新日鐵住金、日本製鋼所もあり） 

・王子製紙―RPF 受け入れ施設(苫小牧市) 

・JFE エンジニアリング植物工場(苫小牧市 木質バイオマスを燃料、CO2 を植

物生育に利用、技術は廃棄物焼却施設から)→千歳発 
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４）企画セッション査について 

・企画セッションでは、調査結果の発表を行う。 

・代表的市町村の事例ともあわせて、できれば若手に発表してもらいたい。 

・若手の候補として、静岡県立大学の戸敷先生、道総研阿賀さん、慶応大学の

細田先生、千葉大学の倉阪先生、工学院大学稲葉先生 

・戸敷先生は、廃棄物の分別回収とエネルギー政策を研究テーマとしているが、

年会の時期にはモンゴルの調査が予定されており、研究発表会に参加できる

か不明という返事が来ている。 

・阿賀さんもこれを契機に研究を進められるのではと思う。 

・慶応の細田先生は研究発表会の時期にはニューヨークという話。 

・千葉大学の倉阪先生（元環境省）もこの時期は不在とのこと。 

・工学院大学の稲葉先生も候補としている。 

５）学会誌平成２７年度第５号《新たな『災害廃棄物処理指針』と『災害廃棄物

処理計画』》について 

・廃棄物計画部会で今年度の学会誌第 5 号の特集を担当して欲しいという話が

ある。 

・災害廃棄物対策の指針が出た際の講演会を特集号にまとめて欲しいとのこと。 

・配布した資料の目次案は、吉岡先生、中村と調整し 終的に酒井先生がまと

めた。 

・内容的には、環境省、東京都、アーカイブスということで吉岡先生と浅利先

生がまとめ、技術については京大の勝見先生がまとめているということで、

書いていただく。 

・処理計画について、計画部会にという話があるがコンサルの方に書いてもら

ったほうが良いのではと思っている。3 月に仙台で開かれた世界防災会議の

事を入れて書いてもらったらどうか？ 

                            

１．２．２ 第 2 回  廃棄物計画部会 研究会議事録  

開催日時：平成 27 年 5 月 30 日（土） 9:00～ 15:00   

開催場所：9:00～ 12:00 「港勤労福祉会館」和室 

13:00～ 15:00 「港区三田いきいきプラザ」講習室  

出席者  ：井土、尾葉石、鮫島、中村、橋本、三品、堀井、臼井(記 )(50 音 順 敬 称 略 ) 

配布資料： 

資料１．平成 27 年度第２回廃棄物計画部会研究会・幹事会次第  

資料２．ごみ処理と熱・エネルギー供給実態調査回答表 

１．  整理表（A3）  
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２． 和歌山県和歌山市 

３．  大阪府大阪市 

４．  兵庫県神戸市 

５．  岡山県倉敷市 

６．  大阪府堺市 

７．  神奈川県平塚市 

８．  山口県防府市 

９．  北海道西いぶり広域連合（室蘭市、伊達市、洞爺湖町、豊浦町、壮瞥町） 

10．  埼玉県さいたま市 

11．  埼玉県川口市 

資料３．施設見学会関連資料 

１．  一般廃棄物可燃ごみの固形燃料化について（㈱開発工営社 佐藤 博貴） 

２．  倶知安町ニセコ運輸における高品質な堆肥製造に関する研究（近畿大学

田中尚道） 

３．  植物工場に新たな手法 バイオマスで CO2 供給（日経エコロジー

2015.4）  

資料４．第３回国連防災世界会議に向けて（国際航業㈱松本一昭） 

■中村代表の挨拶 

連続で皆さんお疲れ様です。今日は調査結果をどのようにまとめて企画セッシ

ョンで発表するかについて検討したいと思っています。まず、調査をしていただ

いた方に回答の内容を説明していただき、どの項目で整理するか等を話し合い、

まとめ方やまとめを行う期限などについて詰めていきます。 

そして、７月に予定している施設見学会と９月の研究会第１日目（９月２日）

の午後ということで研究発表会の準備委員会にお願いしている企画セッションの

企画案のまとめをしたいと思います。 

企 画 セ ッショ ン が 開 催 さ れ る今 年 の 研 究 発 表 会 は９ 月 ２ 日 か らの ３ 日間 の 予

定、九州大学伊都キャンパスでおこなわれます。伊都キャンパスは博多駅からバ

スで５０分、計画部会の皆さんは博多駅周辺に宿を予約していただき、懇親会の

会場も博多駅に近いところを探しましょう。 

懇親会の会場は堀井さんにお願いしました。 

■部会作業 

 「ごみ処理と熱・エネルギー供給実態調査」の整理、分析方法氏       

回答を整理し、個々の回答の中身について、議論し、調査結果のまとめ方につ

いて検討した。 

■部会活動議論 
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１）研究発表会企画セッションの企画案について 

阿賀さんに代表的な市町村の事例を話してもらうことになっている。 

阿 賀 さ んとし て は 調 査 事 例 とは ダ ブ ら な い と い う条 件 で 事 例 を集 め よう と し

ている。 

生ごみを含まないで、その他プラを含んだごみを燃やしている事例を探してエ

ネルギー回収率や発表する予定。全国的な視野で先進的な事例を紹介していただ

くようお願いしている。 

先進的な南丹市の担当者に話をしていただいたら興味深い。 

終原稿は盆明け、タイトルと講演者名は事前に学会用の案内に書く必要があ

る。 

具体的な事例として兵庫県南但行政組合の方に発表していただくのは良い。 

堀井さんに兵庫県南但行政組合の方とのつなぎをお願いする。 

阿賀さんの発表の中に施設見学会の場所を入れていただく。 

三品さんにコーディネーターをお願いする。 

兵庫県南但行政組合が決まらなかった場合は倶知安町の方か・・ 

２）シンポジウムについて 

２月に災害関連の企画を考えている。 

２月 12 日日大理工学部で開催する予定→日大会場の都合で１月２９日午後を

軸に調整中 

民間の力ということで、国際航業、セメント、ゼネコン、地元建設業境界、産

廃業界からピックアップする。6 人ぐらいで 1 人 20 分程度話をしてもらう。 

コーディネーターは酒井先生の予定 

この数ヵ月後に特集記事として出す予定。 

３）施設見学会について 

予定：平成 27 年 7 月 23 日（木）～24 日（金） 

集合： 7 月 23 日  ９時１５分  

新千歳空港 到着ロビーANA 出口に近い外側の３０番の柱付近 

参加予定者：中村代表、臼井、橋本、井土、鮫島、阿賀、丹羽、尾葉石、小崎、 

資料３は訪問先の資料 

J ファームは JFE エンジニアリングが作った植物工場。木質チップを使ったバ

イオマスボイラーから熱と二酸化炭素を利用している。世界中から視察が来て

いる。 

４）准研究会について 

「低炭素社会の実現に向けて  ～地域エネルギーの創生と防災センターとして

の清掃工場～」 
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日時：平成 27 年 6 月 30 日 (火 ) 13:30～ 16:30 

場所：北トピア３階つつじホール 

終了後、幹事会を行う。 

 

１．２．３ 第 3 回  廃棄物計画部会 研究会議事録 

開催日時：平成 27 年 7 月 23 日（木）；17:00～ 18:30 1.(1) 

     平成 27 年 7 月 24 日（金）； 8:30～ 10:30 1.(2)2， 3， 4 

開催場所：『フェニックス洞爺湖クラブ』 会議室  

出席者  ：阿賀、井土、尾葉石、小崎、鮫島、中村、丹羽、臼井(記 )(50 音 順 敬 称 略 ) 

配布資料：  

資料１．施設見学会 スケジュール 

資料２．平成 27 年度第３回廃棄物計画部会研究会・幹事会次第（案）  

資料３．企画セッション案 

資料４．実績ある「熱・エネルギー供給代表事例」 阿賀  裕英  

資料５．廃棄物処理施設の熱・エネルギー供給 実態調査分析  尾葉石 優  

資料６．「ごみ処理と熱・エネルギー供給実態調査」集計表 尾葉石 優  

資料７．廃棄物資源循環学会 第２６回研究発表会 時間割等 

資料８．企画セッション チラシ案 

資料９．廃棄物資源循環学会 平成２７年度第２回セミナー 概要 

資料 10 一般廃棄物可燃ごみの固形燃料化について 

資料 11 エコロジア北海道 21 推進協議会 視察レポート 小崎洋一 

（南但広域行政事務組合、カンポリサイクルプラザ㈱） 

■中村代表の挨拶 

連続で皆さんお疲れ様です。本日の倶知安町の施設見学会は大変充実した内容

でした。今回は企画セッションに向け、発表内容を確認し、論点を検討すること

を目的としています。とりわけ、今回企画セッションで発表していただく、新た

な取組の実際を見てから協議をした方がよいということで、現地を見た後に企画

セッションについての打合せを行うことにしました。 

企画セッション案の締め切りがあり、資料３のような案を提出しています。案

として施設と分別方法とコストを論点にし、社会の要請に応じた廃棄物計画策定

に寄与できる議論にするのはどうかと考えていますが、今回、次回の研究会で、

皆さんと話し合って、決めていきたいと思います。  

■部会活動議論 

１）企画セッションでの発表内容について 

・実績ある「熱・エネルギー供給代表事例」（資料４） 
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熱利用を積極的に行っている施設も代表例として紹介した方が良い。 

熱供給についても話したほうが良い。 

事例として説明するだけでなく、どうしてこのような実績が出ているかを説

明した方が良い。 

北海道の事例に絞ったらどうか。 

札幌のデータにもコストは出ているので、コストの話題も欲しい。 

・H27 年廃棄物計画部会「ごみ処理と熱・エネルギー供給実態調査」 

ー熱・エネルギー供給と廃棄物処理施設・分別政策・コストの現状ー（資料５）  

ごみ処理と熱・エネルギー供給実態調査集計表（資料６）は発表資料をまと

めるための元データで手持ち資料する。 

第２回研究会の内容を反映して修正しているが、調査の目的と概要の PPT に

無作為抽出したデータであること、対象年度、調査期間を入れる。 

自治体分析で、廃プラの処理費用については、廃プラスチックは燃やしたほ

うが安いということがはっきり分かったので述べた方がよい。 

施設分析では、稼働率が低いことによる影響が大きいということが言える。 

また、焼却処理経費は 2 万円を上限で施設規模との相関がないことが施設分

析６より分かる。 

売電収入についてはＦＩＴを取り入れたことで 7 億、8 億といった収入を得て

いる施設がある。 

その他、尾葉石さんに考察を整理していただく。 

２）企画セッション論文集のまとめについて 

企画セッション論文集の原稿（各自発表用ＰＰＴ）を 8 月 21 日までに臼井へ

送る。 

論文集は 150 部、配布用散らしを 150 部印刷する。 

３）高効率原燃料回収設備（タクマ）施設視察報告 小崎洋一 

小崎氏から、北海道経済連合会のエコロジア北海道２１推進協議会にて南但広

域行政事務組合（南但クリーンセンター）及びカンポリサイクルプラザ㈱（京都

府南丹市）を視察した結果を報告していただいた。 

 

１．２．４ 第 4 回  廃棄物計画部会 研究会議事録 

開催日時：平成 27 年 8 月 22 日（土）；9:30～ 12:00  

開催場所：「中央区立環境情報センター」 研修室２ 

出席者  ：阿賀、井土、尾葉石、鮫島、中村、橋本、三品、臼井(記 )(50 音 順 敬 称 略 ) 

配布資料：  

資料１．平成 27 年度第４回廃棄物計画部会研究会・幹事会次第（案 
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資料２．企画セッション 論文集（研究会用） 

資料３．「ごみ処理と熱・エネルギー供給実態調査」集計表（尾葉石） 

資料４．企画セッション 役割分担 

資料５．廃棄物処理施設の熱・エネルギー供給 実態調査分析  尾葉石 優  

資料６． 2015 年度外部発信セミナーへの取組み（案）（中村） 

資料７．廃棄物資源循環学会平成 27 年度第○回セミナー 企画案 

「災害廃棄物処理」における民間セクターの役割 

ー世界的な災害増大に対応してー（仮題） 

■中村代表の挨拶 

本日は企画セッションに向け、尾葉石さんと阿賀さんの発表内容を検討し、論

点を詰めます。  

■部会活動議論 

１）施設見学会の報告 

天気がよく、倶知安町では直接西江町長の話を聞き、また、ＲＰＦ化、堆肥化

している状況を見ることができた。また、実際に受入れている王子製紙の実態を

直接見ることができ、非常に良かった。 

２）研究発表会企画セッション（企画セッション G2）発表内容・論点について 

①趣旨説明 

・趣旨説明の案についてＰＰＴで中村代表より説明していただいた。 

・Ｈ２６年の三品さん発表のところで売電収入上昇だけでなく売電量も増え

ることを入れる。 

②H27 年廃棄物計画部会「ごみ処理と熱・エネルギー供給実態調査」   

ー熱・エネルギー供給と廃棄物処理施設・分別政策・コストの現状ー 

・尾葉石さんにＰＰＴに基づき説明していただいた。 

・異常値施設を削除する。実績値を消す。単位を入れる（KWh）まとめとして、

リサイクル費と処理費の割合が１０倍近いあることを主張する。等の意見が

出された。 

③実績ある「廃棄物処理施設の熱・エネルギー供給」事例 

・熱供給 札幌市の北海道地域暖房と富良野のＲＤＦを紹介する。 

④パネルディスカッション 

 ・事前に三品さんから質問事項を配布する。 

３）研究発表会企画セッションの準備、役割分担 

 ・役割分担は当日の参加者で決める。 

 ・垂れ幕、講演者氏名表、アンケート、記帳表は井土さんにお願いする。 

 ・論文集とチラシは臼井より印刷会社経由で研究会事務局に送る。 
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 ・当日の集合時間、集合場所および反省会の会場等は後日、連絡する。 

４）外部発信セミナーについて 

・１月に外部発信セミナーを実施する。 

・計画部会として具体的にはやることはない。 

５）学会特集号について 

昨年実施した対外セミナーの発表者に執筆していただき、学会誌１１月号に学

会誌に特集。  

 

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 27 年 10 月 3 日（土）；9:30～ 12:00  

開催場所：「港区三田いきいきプラザ」 会議室Ａ 

出席者  ：井土、田中、中村、三品、橋本(記 )(50 音順 敬称略 ) 

配布資料：  

資料１．平成 27 年度第５回廃棄物計画部会研究会・幹事会次第 

資料２．話題提供資料（部会内使用承諾済み） 

「３Ｒと資源効率に関する緊急セミナー」 （学会企画セミナー資料） 

「容器包装リサイクル法の理念と直面する課題」 

資料３．Ｈ27 年度計画部会企画セッション学会誌原稿 （三品） 

資料４．年会企画セッションアンケート集計表 

資料５．学術委員会「研究部会の外部発信企画についてアンケート調査票」 

（9／ 30 提出） 

資料６． 2015 年度外部発信セミナーへの取組み（案）（中村） 

資料７．廃棄物資源循環学会平成 27 年度第 5 回セミナー 企画案 

「災害廃棄物処理」における民間セクターの役割 

ー世界的な災害増大に対応してー 

資料８．Ｈ27 年度第二四半期計画部会会計報告（案） 

■中村代表の挨拶 

年会の企画セッションは、発表、パネルデスカッションともに満足のいくもの

でした。部会としての企画目的は達成されたが、年会の運営上の課題も残りまし

た。年会全体プログラムの関係で企画セッションに出席できない部会員がおり、

運営方法を改善する必要があると感じています。 

計画部会の次期以降の研究テーマとして、東日本大震災に緊急に対応した「災

害廃棄物処理計画」、日本の熱・エネルギー確保といった喫緊の課題を廃棄物分野

からのアプローチとしての「熱・エネルギー供給と廃棄物処理施設」といったこ

れまでの活動実績から、いよいよ時代の変化に対応した「新たな廃棄物計画論」
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の編集作業を進めていきたい。 

■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。 

■部会活動議論 

１）27 年第 5 回セミナー ＜「災害廃棄物処理」における民間セクターの役割に

ついて＞への部会関与について 

中村会長より、セミナーの具体的な内容について、資料 7 に基づき説明があり、

計画部会としての協力について確認が行われた。 

２）研究発表会企画セッション（企画セッション G2）の報告 

①発表内容・論点について 

 焼却施設の熱・エネルギー供給や運用コストの実態調査、実績のある施設の

調査報告、西江町長による地域に適合した先進的な廃棄物利用に関する報告な

ど、これまでに例のない説得力のある報告が行われた。 

②アンケート結果 

 大学・研究者が 50％、その他は自治体、コンサルなど計画に従事している人

が多く参加していた。満足度では不満回答はゼロであった。「官と民のパート

ナーシップや法制度上の問題を再考する良い機会だった」，「実績に基づく報告

は有益だった」，「問題点を提示→解決策を提示という流れが良かった」等の意

見があった。 

３）部会会計報告 

学会に報告予定の第二四半期の会計報告の確認が行われた。予算の執行はほぼ

計画通りであることが報告された。 

４）外部発信セミナーについて 

１月の外部発信セミナーは学会が実施する。 

計画部会として具体的作業はないが、必要な協力を行う。 

 

１．２．６ 第 6 回  廃棄物計画部会 研究会議事録 

開催日時：平成 28 年 1 月 30 日（土）；９：００～１２：００  

開催場所：「東京スクエアガーデン６階」 中央区立環境情報センター 研修室 
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出席者  ：井土、片柳、神崎、鮫島、田中(勝）、中川、中村、橋本、三品、山下、 

臼井(記 )(50 音順 敬称 略 ) 

配布資料：  

資料１．平成 27 年度第６回廃棄物計画部会研究会・幹事会次第 

資料２．話題提供資料 

 １）「武蔵野市新廃棄物処理施設建設の合意形成 

―熱・エネルギー供給と防災拠点を目指して―」 

 ２）平成 27 年度  武蔵野市 事業概要 

 ３）新武蔵野クリーンセンター建築デザインについて 

 ４）クリーンセンター建替関係資料 

 ５）クリーンセンター建替説明用パワーポイント 

 ６）武蔵野ごみニュース Vol.12 

 ７）新クリーンセンターニュース Vol.1 

 ８）武蔵野クリーンセンター運営協議会だより５６ 

 ９）武蔵野クリーンセンター運営協議会だより６１ 

資料３．平成 28 年１月２９日 廃棄物資源循環学会セミナー プログラム 

「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― 

資料４．平成 28 年１月１９日 研究部会・学術研究委員会 意見交換会 資料 

資料５．学術委員会「研究部会の外部発信企画についてアンケート調査票」（9

／30 提出） 

資料６．平成 28 年度  廃棄物計画部会 活動計画予定案 

資料７．平成 28 年度  廃棄物計画部会 活動予算案 

 

■中村代表の挨拶 

今年初めての研究会で、平成 27 年度としては第６回の研究会です。 

本日の話題提供は「武蔵野市新廃棄物処理施設建設の合意形成―熱・エネルギ

ー供給と防災拠点を目指して―」です。 

こ れ ま で研究 し て き た 災 害 廃棄 物 処 理 計 画 と 廃 棄物 処 理 施 設 の熱 エ ネル ギ ー

供給を合わせた形で武蔵野市の廃棄物処理施設の建設が進んでいます。 

中川さんは昨年８月、計画部会に入会していただきました。 

新廃棄物処理施設の建設の状況、合意形成について話をしていただきます。  

■講演(話題提供) ：「武蔵野市新廃棄物処理施設建設の合意形成 

‐熱・エネルギー供給と防災拠点を目指して-」  

武蔵野市環境部 ごみ総合対策課 中川和郎氏 
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〇武蔵野市は人口 14 万人で、東京 23 区の西側に隣接、人口が多い割りに面積が

小さく、市内の７割が住宅地である。 

〇市民参加の現状 

・廃棄物処理施設の用地選定から建設、運営まで市民参加「武蔵野市方式」で実  

践  

・市民から自発的に参加という点ではそれほど強くないのが現状。 

〇クリーンセンター建設に至まで 

・昭和 30 年に隣接の三鷹市と一部事務組合（武蔵野三鷹地区保険衛生組合）を

結成し、三鷹市にバッチ方式の清掃工場（ふじみ焼却場）を作った。 

・ふじみ焼却場は故障が多く、昭和 40 年代に入り工場周辺が宅地化され、その

結果、周辺住民から騒音、悪臭、ばい煙に対する苦情が多くなり、周辺住民に

より武蔵野市からのごみの搬入を阻止された。 

・これをきっかけに、三鷹市側の主張を受け入れ、ごみ処理工場を早期に建設

する要望が市民集会で決議され、自区内処理を進めることで、ふじみ焼却場へ

の搬入阻止を解除できた。 

・昭和 53 年に市長の決断で建設予定地を住民に提示したが市民を無視した決定

ということで大きな反対運動が展開され、計画を改めざるを得なかった。 

・その後、市長が変わり、４候補地を選定し、この中から建設用地を選定する

ために、クリーンセンター建設特別市民委員会（３５名）を立上、議論し、周

辺住民の「苦渋の選択」を得て、現クリーンセンターの建設用地が決まった。

このときに決まった場所が「市営総合グランド」であった。 

〇クリーンセンター 

・現在のクリーンセンターは昭和５９年４月に稼動した。 

・住民が参加するクリーンセンター運営協議会を作り、騒音等に問題がないかを

住民を含めた体制でチェックし、これを続けることで信頼関係を継続している。 

・クリーンセンター運営協議会の運営費として年間 120～ 140 万円を市の予算から

出している。 

〇新クリーンセンター 

・クリーンセンターが稼動し 30 年程度経過し、施設も老朽化してきたため、新ク

リーンセンターの建設計画を平成 20 年に基本構想としてまとめた。 

・新クリーンセンターの建設用地は、現クリーンセンター計画時から準備をして

いた。 

・新クリーンセンター用用地は「市営総合グランド」内の現クリーンセンターの

隣接地 

・市民には平成 21 年に市の考えを示し、建設計画を進めた。 
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・平成 23 年には、市民参加型の継続、災害に強い施設つくり、エコの観点からの

施設、民間ノウハウの導入等を基本方針とした施設基本計画を策定した。 

・平成 23 年に事業者選定委員会を立上げ、DBO 方式で建設することとし、平成 25

年に総合評価方式にて事業者を荏原鹿島 JV に決定した。 

・新クリーンセンターは焼却量の削減を見込み、全連ストーカ炉 120ｔ／日（60t

／日×２炉）とした。（現クリーンセンターの能力は 195t／日（65t／日×３炉）） 

・建物の高さを抑え、合わせて臭気対策にも配慮しプラットホームを地下１階と

した。 

・現工場は周辺施設への熱供給だけだが、新工場はガスコジェネレーションシス

テムで発電する。 

・新リサイクルセンターはデザインを事業者提案により決定した。外壁は武蔵野

の雑木林をイメージした外観とし、壁面緑化も行う予定としている。 

・地下プラットホーム上部を公開空地として、コミュニティースペースを設ける

計画で、ここで各種のイベントを行う計画としている。 

●質疑応答 

・現クリーンセンターの建設時に、 初の計画がうまく行かなかった要因は？（橋

本） 

 武蔵野市は昭和 56 年までに清掃工場を建設するという約束を三鷹市長として

いたが、その後７年間、前に進まなかった。その結果、切羽詰って、市長の決断

で決定した用地を発表したことで反対された。合意形成をどのようにするかを検

討していなかった。 

・新クリーンセンターに現クリーンセンターの煙突を利用する計画か？（中村） 

 現クリーンセンターの煙突を残して、新クリーンセンターとつなぐ計画をして

いる。 

 市民の要望で決めた。現煙突の高さは 59m。  

・白煙防止は止める決定にしたのか？（片柳） 

 白煙防止は止める。 

・世の中の動きは広域化だが、その動きと逆行している例と思われる。昔、一度

広域化したが、それが壊れてきている。これを維持するのが大事かと思うが、他

市のごみはダメという主張が通ってしまっている。施設を作る際に住民合意を得

ることには一生懸命になっているが、施設が出来た後の住民合意のメンテナンス

が非常に大事だと思う。建設後に建設側の住民は被害者に、ごみを出すほうは出

来て良かったということで、建設地側の住民に感謝を表す機会が設けられていな

い。アメリカではコストコミュニティフィー制度というものがある。ごみを出す

側から建設地側に処理費としてお金を出す制度。経済的な補償となっている。こ
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れはアメリカ全体で行われている。（田中） 

・DBO 方式に対しての反対意見等はあったか？ 

 建設費用で約 100 億円、DBO 方式 20 年契約で建設費を含め約 200 億円というこ

とが議会で問題になった。選定方法も議会で取り上げられた。 

・自主規制値で、硫黄酸化物と、塩化水素が 10ppm 以下となっているが、乾式処

理で可能か？消石灰を大量に使うことになるのでは！（鮫島） 

 荏原に確認しないとわからない。 

・灰はエコセメントに持っていくのか？（三品） 

主灰をエコセメントに持っていく。エコセメントに持っていくのにお金がかかる。 

・防災拠点という計画にすることで費用的に大きくなることはないか？（井土） 

 周辺整備にはお金がかかるが、環境省の補助金が出なくて苦慮した例もある。

（田中） 

・運営協議会たよりは全戸に配布されるのか？（中村） 

クリーンセンター周辺の方に配布している。補助金で作成している 

・新クリーンセンターでも運営協議会は継続するのか？（臼井） 

その予定です。 

・新クリーンセンターの運営が事業者になるが、この運営の監視はどのようにす

るのか？（山下） 

 運営協議会で継続して行っていくと聞いている。 

・千葉市の場合は清掃工場の職員がチェックした結果を受けており、運営協議会

にはそこまでの機能を持たせていない。第三機関で何年かごとに行うという仕組

みを作る必要があるのでは。（神崎） 

・３月 13 日の 11 時からクリーンセンターのイベントを行う。新クリーンセンタ

ーの建設現場の見学会もある。 

■部会活動議論 

１）准研究会報告 

「災害廃棄物処理」における民間セクターの役割と題して行った学会セミナー

についての報告をしていただいた。参加者は 60 名程度だった。 

国内外の取組キーワード：「防災の主流化」「平時から切れ目のない災害廃棄物

処理体制」「連携」 

そのための国内取組み体制「 D.Waste-Net」が整備され、関東・東北豪雨災害

に適用された。地域ブロック協議会の活動も始まっている。災害廃棄物処理関連

事項を追加し廃棄物処理基本方針が改定され、今年 1 月告示された。 

２）学術研究部会意見交換会 

春の研究発表会は５月 26,27 日の予定、26 日は企画運営委員会担当でシンポジ
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ウム、27 日に総会の予定 

秋の研究発表会は９月 27 日から 29 日の予定で、場所は和歌山大学 

３）今後の部会活動計画（予定） 

〇今年度 

  例年通り、今年度も成果報告書を作成する。 

  原稿の締め切りは３月 18 日（金曜日）を予定 

○次年度 

・基本方針 

 研究テーマを皆さんの意見を反映し、今年度から、「新たな社会ニーズへ対応し

た廃棄物計画論」とする。 

・第１回研究会 

 堀井さんから「 新の 終処分場の理念と技術」ということで堀井さんに話題

提供をお願いしている。 

 堀井さんの都合等から、第１回研究会を４月９日（土曜日）に関西で行う方向

で計画することとした。 

４）次年度予算要求について 

学会財政難に協力し、昨年度より 10%削減予算案を提出した。 
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１. ３ 視察報告 

廃棄物資源循環学会 廃棄物計画部会 平成 27 年度 施設見学会  

                     北海道立総合研究機構 丹羽 忍 

１．３．１ 日  時 

2015(平成 27)年 7 月２3 日（木）～24 日（金）   

 

１．３．２ 視察場所 

（１） 倶知安町役場 

虻 田 郡 倶 知 安 町 北 1 条 東 3 丁 目 3 番 地  

（２） ニセコ運輸有限会社 

虻田郡倶知安町字峠下 

（３） 木質バイオマス CO2 利用植物工場 

（J ファーム苫小牧） 

北海道苫小牧市柏原 

（４） 王子製紙苫小牧工場  

苫小牧市王子町 2-1-1 

 

１．３．３ 参加者 

阿賀 井土 臼井 尾葉石 小崎 

  鮫島 丹羽 中村   
       
１．３．４ 視察概要 

（１）倶知安町役場 

  西江栄二町長による講演 

※企画セッションで更にブラッシュアップし別途報告する。 

（２）ニセコ運輸有限会社 

【概要】 

■ニセコ運輸有限会社は、運送業を軸としながらも土木建設業や除雪業務、廃棄

物処理業及びリサイクル事業など多様な業務を営んでいる。 

■会社概要は以下のとおり。 

  【設立】昭和 37 年 12 月 17 日  

  【資本金】2,000 万円 

  【従業員】85 名 

  【施設】 

    □琴平リサイクルセンター 

     ・固形燃料化施設（RPF 施設、RDF 施設） 

     ・生ごみ堆肥化施設（高速堆肥化施設、堆肥盤） 

     ・伐木・伐根処理施設（移動式破砕機・ふるい機） 

     ・中間処理施設 

     （空き缶プレス機、発砲スチロール溶融機、プラスチック・紙くず圧

縮梱包機等）              

    □峠下リサイクルセンター 

     ・安定型処分場 

       面積 14,842m2、容積 144,502m3 

     ・管理型処分場 

       面積 20,280m2、容積 144,000m3 

 

 

（ １ ） 
（ ２ ）

（ 3）
（ ４ ）
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  ■特に RDF 施設に関して 

  ・羊蹄山麓地域７町村※ ）の可燃ごみの固形燃料化を目的として平成 27 年

3 月 2 日より搬入・処理開始 

  ※）蘭越町、ニセコ町、真狩村、留寿都村、喜茂別町、京極町、倶知安町 

  ・計画処理量（７町村合計）  4,380ｔ/年（17t/日） 

                （うち、倶知安町は 2,135t/年（8.3t/日） 

・処理単価 38 円 /kg  （７町村共通） 

（３）木質バイオマス CO2 利用植物工場 

【概要】 

■J ファーム苫小牧は、Priva 社（オランダ）が提供する高度栽培環境制御シス

テム（スマートアグリシステム）によりハウス内の環境（温度、湿度、日射量、

CO2、肥料など）を制御し、ベビーリーフ及びトマトを栽培している。 

■スマートアグリシステムのための電気・熱・CO2 の供給は 

  ・ガスエンジンを利用したトリジェネレーションシステム（エネルギー棟） 

  ・木質チップを燃料とするバイオマスボイラ（バイオマスボイラ棟） 

によって賄われている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以下は、各施設における聞き取りメモ 

□ベビーリーフ栽培棟 

 ・ハウスはダッチライト型。40℃の水を循環させるための配管設備。 

 ・フィルムは 20 年使用可能。（普通は 5 年程度） 

 ・15 品種を年 26 回（２週間に１度のペース）で収穫。 

 ・養水は UV 殺菌などして再利用している。 

 ・CO2 濃度は 2000ppm 程度。人体には影響はない。 

□トマト栽培棟 

 ・苗は購入している。年 15m ほど伸びる。 

 ・1 3 年程度の栽培が可能であるが、品質上単年度の収穫で終わらせている。 

 ・イトーヨーカ堂やダイマルにて販売している他、シンガポールに輸出してい

る。 

□エネルギー棟 

・LNG（天然ガス）を燃料としたガスエンジンを活用したトリジェネレーショ

ンを活用。 

（「トリジェネ」とは CO2、熱、電気のこと。「コジェネ」とは熱、電気のこと。） 

 ・ガスは勇払からパイプラインで供給。 

 ・蓄熱タンクは 120t。80℃  

 

J ファーム苫小牧施設概要（HP より）
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□バイオマスボイラ棟 

・木質チップは主に建築廃材。120kg/h 消費。 

 ・LPG などの燃焼ガスと比べて、不純物などが多

く、温室への供給は行われていなかったが、独

自開発した浄化設備により、国内で初めてバイ

オマスボイラから排出される CO2 の植物への栽

培利用を可能とした。 

 ・バイオマスボイラは SCHMID 社製。CO2 の利用量

よりボイラの規模を逆算。巴商会が代理店。 

□その他 

・職員数は 60 70 人程度。 

・エネルギー棟で約 10 億円。 

・バイオマスボイラ棟で約 2 億程度。 

（４）王子製紙苫小牧工場 

【概要】 

 ■新聞紙生産量：1,300 万世帯分/日 

（抄紙機６台合計の生産能力 3,130t/日） 

 ■その他、中質紙やＳＣ紙、軽量コート紙など生産 

 ■電力 

  ・水力発電所設備能力 53,650KW 

  ・火力発電所設備能力 268,150KW（ボイラ７機合計） 

   RPF 専焼ボイラは１機。重油専焼ボイラ３機は現在稼動していない。） 

  ・購入電力 認可 大  135,000KW 

 

以下は、聞き取りメモ 

□製紙するために必要な熱や電気は自前で賄っている。 

□その割合は 

・化石燃料     55％（重油・石炭） 

・再生可能エネルギー28％（水力、バーク材、黒液。支笏からの水力による電力

は 3％） 

・廃棄物      17％   

(RPF15%。廃タイヤ 2％。その他ペーパースラッジも再利用) 

□RPF の調達は(株)エコマテリアルが実施。全国各地から受け入れているものの、

(株)苫小牧清掃社より直接受け入れている例もある。 

□RPF の受入の際の注意点は？ 

・塩分濃度に特に注意を払っている。（0.3％以下。）重金属類もあまり入って欲し

くない。 

・発熱量はあまり関係がない。 

・廃タイヤはカロリーは高いがいつも受け入れているわけでない。 

・ RDF は届け出の関係で受入できない。 

・現在の稼働状況を考えるとこれ以上、RPF を受け入れる予定はない。 

・RPF の運搬は(株)エコマテリアルではなく、契約した別会社が実施している。 

・(株)エコマテリアルが購入した段階で基準値はクリアしている。基準値をクリ

アするために一時保管してはいない。 

・RPF は 2000 年から受入を開始している。2004 年に専用のボイラ(6 号ボイラ。

バイオマスボイラ 
(J ファーム) 
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IHI 製)が完成してからは本格的に受け入れている。 

（現在は RPF を年 12 万トン受け入れている。重油ボイラは燃料が高いこともあり

稼働していない。定期点検のときのみ稼働する場合もある。） 

□江別エフテックスはこれから RPF を受け入れる予定がある。名寄工場、釧路工

場は受け入れる予定はない。 

（注：王子製紙(株)としての工場は苫小牧工場のみ。名寄工場及び釧路工場は王

子マテリア(株)。江別工場は王子エフテックス(株)） 

□プラを破砕して燃焼させている工場もある。（四国の工場） 

 

 

 

 

RPF 一時保管の様子。 
（王子製紙苫小牧工場） 

廃タイヤ一時保管の様子。
（王子製紙苫小牧工場） 
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１.４ 秋の企画セッション 

秋の企画セッションは九州大学伊都キャンパスで行われた廃棄物資源循環学

会第26回研究発表会の中で開催された。 

廃棄物処理施設を回収可能な熱・エネルギーを地域に供給する施設と位置付け、

従来の枠組みを問い直し新たな編集作業を廃棄物処理計画へ反映する作業として、

一昨年は、“立地”と“規模”について、昨年は、その機能を十分果たすために、

“対象廃棄物”の選択、分別はどうあるべきなのかを議論した。 

今年は、部会で行った「ごみ処理と熱・エネルギー供給実態調査」により判明

した廃棄物処理施設の種類・分別政策・コストの現状、過去から現在迄実績のあ

る熱・エネルギー供給施設の条件、小規模町村広域行政における可燃ごみの熱・

エネルギー化の新たな取組について、各パネリストが発表し、施設・分別政策・

コストから廃棄物処理計画のありかたを議論した。 

 

●パネリスト構成と各テーマ  

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：三品 雅昭（さいたま市）  

１．H27年廃棄物計画部会「ごみ処理と熱・エネルギー供給実態調査」  

ー熱・エネルギー供給と廃棄物処理施設・分別政策・コストの現状ー  

                  尾葉石 優  氏 (廃棄物計画部会員 )  

２．実績ある「廃棄物処理施設の熱・エネルギー供給」事例  

阿賀 裕英  氏 (北海道立総合研究機構）  

３．「羊蹄山麓 7町村広域廃棄物処理計画」における可燃ごみのRPF化  

ー廃棄物処理会社と製紙会社との協働ー  

西江 栄二  氏 (倶知安町長）  
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-4- 

東日本大震災以降のエネルギー戦略の観点から，安定供給可能な廃棄物からの

熱及びエネルギーへの期待は非常に高く，地域のエネルギーセンターとしての使

命達成が求められている。このような背景のもと，一昨年から「熱・エネルギー

供給と廃棄物処理施設」をテーマに部会活動を進め，廃棄物処理施設が熱・エネ

ルギーを地域に供給する施設として位置付け，従来の枠組みを考え直し，新たな

廃棄物処理計画策定時に反映できるよう，一昨年は立地と規模について，昨年は

その機能を十分果たすための対象廃棄物の選択，分別はどうあるべきかを議論し

た。今年度，廃棄物計画部会で実施した「ごみ処理と熱・エネルギー供給実態調

査」により明確となった，市町村の分別政策，コストの現状と熱・エネルギー供

給施設としての条件など，また，小規模な広域行政における熱・エネルギー化の

取組みをもとに，「地域特性」，「分別・資源化」，「コスト」に焦点を当て，

現代社会のニーズに即した実行性の高い廃棄物処理計画を目指し，今回の議論を

行うことを代表から説明した。  

 廃棄物計画部会の尾葉石氏から「ごみ処理と熱・エネルギー供給実態調査」

をテーマに，部会員が居住する自治体を対象に，実態調査を実施した結果の発表

があった。ごみ処理基本計画策定指針に基づく，一般廃棄物処理システムの標準

的な評価項目より，特に経済性を視点とした費用対効果等のコスト面における自

治体の実情の分析検証を行った。その中で，プラスチックの資源化に多額の費用

を要していることが判明し，自治体の体力が厳しい現状において，分別方法を再

構築し，熱利用の選択肢も積極的に議論すべきであるとした。又，施設分析では，

近年のごみ焼却発電所において，発電端でごみトン当たり 500～ 600kWh級の施設

も増え，総発電量のうち 7割程度が外部電力供給にあてられ，処理対象物として高

カロリー廃棄物も考慮し，ごみ焼却熱の電力変換を積極的に図っていく事が大切

である等の発表をいただいた。  

 北海道立総合研究機構の阿賀氏から「実績のある熱・エネルギー供給事例」

をテーマに，一般廃棄物系可燃ごみの各熱・エネルギー利用形態の調査結果とし

て，焼却熱利用発電のほか，特に地域特性の たるスタイルとなる北海道の焼却

熱利用による熱供給や，RDF化等について事例紹介があった。焼却熱利用発電に

関しては，稼働率が高いほど発電効率（実績値）は高くなることから，近隣施設

と連携を強化し，点検整備時以外はなるべくフル稼働化を図るべきとした。また，

40年以上実績のある札幌市内の地域熱供給事業， 25年以上継続している富良野市

の製紙会社等へのRDF供給事業における調査から，海外で実績のある熱供給版の

FIT制度の導入を考えてもらいたい等の発表をいただいた。  

 北海道倶知安町長の西江氏から「羊蹄山麓７町村広域廃棄物処理計画におけ

る可燃ごみのRPF化～廃棄物処理会社と製紙会社との協働～」をテーマに，本年 3

月から，民設民営により開始された可燃ごみ固形燃料化事業と今後の廃棄物計画
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の紹介があった。羊蹄山麓地域７町村のダイオキシン対策に端を発した廃棄物処

理において，広域処理に至る変遷のもと連絡協議会を設置し，周辺住民参加を重

視し広域廃棄物処理計画を決定した。７町村全てが可燃ごみから，生ごみを分別・

資源化していること， 終処分場の延命化を図ること，人口減少・財政難の中，

小規模町村が廃棄物処理施設を有することの是非に対して， 大人口の倶知安町

が 終的にその任を受け持ち，「もやさない」，「埋めない」ことを目指すこと

から，可能な限りリサイクルをし，民間事業者との協働によるRPF製造事業を選

択した。その結果， 終処分場は 40年延命でき，財政寄与する見通しである。高

齢化社会到来の現在，廃棄物収集の分別細分化の見直しや，RPFの地域利用の今

後の展望などから，大胆にそして積極的に実行されている広域廃棄物処理計画に

ついて発表をいただいた。  

 参加者は 65名で，アンケート回答者は 39名でした。アンケートでは，不満 0％。

まあまあ満足 50％，満足 50％と言う結果で，「官と民のパートナーシップや法制

度上の問題を再考する良い機会だった」，「実績に基づく報告は有益だった」，

「問題点を提示→解決策を提示という流れが良かった」等の意見があった。  

 今回のセッションでは，地域によってベストの分別，資源化，処理の選択に

おいて，熱・エネルギー利用に資することが重要であり，コスト抜きでは事業の

議論はできないことを再確認した。この点を踏まえ住民合意を図り，廃棄物処理

計画を実行していくことが必要であろう。  

                三品雅昭（廃棄物計画部会・さいたま市）  

 

 
    コーディネーター・パネリストの皆様  
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アンケート集計結果 

 

（１）アンケート基本事項  

・回収率     ：   29人／ 52人（研究部会セミナー参加者）＝ 56％  

 

■アンケート結果  

●所属分野 

選択項目  人数 構成比

1.大学（学生含む）・研究者・

財団等 
10 34% 

2.官公庁  4 14% 

3.コンサルタント（シンクタ

ンク含む） 
6 21% 

4.メーカー  4 14% 

5.建設会社  0 0% 

6.処理業（公社・３セク含む） 2 7% 

7.その他  2 7% 

無回答  1 3% 

合計  29 100% 

 

 

 

 

 

●年代 

選択項目  人数 構成比

10代  0 0% 

20代  8 28% 

30代  5 17% 

40代  7 24% 

50代  3 10% 

60代  6 21% 

70代以上  0 0 % 

無回答  0 0% 

合計  29 100% 
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（２）セミナーについて 

１） 参加の動機は何ですか 

選 択 項 目  人 数  構 成 比

1.廃 棄 物 計 画 に従 事 、計 画 策

定 の参 考 にする 

2 6% 

2.廃 棄 物 計 画 の今 後 の方 向 性

に興 味 ・関 心 がある 

13 39% 

3.  テーマ「新 たな『災 害 廃 棄 物

対 策 指 針 』と『災 害 廃 棄 物 処

理 計 画 』」に興 味 ・関 心 がある 

18 55% 

無 回 答  0 0% 

合 計  33 100% 

※重 複 回 答 あり 

 

＜意見＞ 

・資源化を推進することの将来性、地域に合ったごみ処理体制として中小都市

のごみ行政に関心がある。 

・前職が自治体の清掃担当だったので本テーマには強い興味がある。本職は処

分場の設置、維持管理であり、廃棄物処理施設を地域の熱エネルギーセンター

とする事は永年の夢でした。 

     

２）テーマ「新たな『災害廃棄物対策指針』と『災害廃棄物処理計画』」の感

想をお聞かせください。 

＜感想＞ 

・人口が少ない町のごみ取組みの中でエネルギー利用の話が聞けておもしろか

った。 

・倶知安町の取組みが興味深かった。 

・今後の焼却施設の位置付けや役割は再考されるべき。エネルギー（電気・熱）

の回収・供給拠点として、地域での熱利用方法の展開も一緒に考えていくべき。

その時は、廃棄物以外のものも受入れすべき。（勿論、容リプラも検討すべき）。 

・情報提供については有意義でしたが、もう少し会場との質疑応答をお願いし

たかった。 

・ＰＦＩ事業の話は参考となった。 

・データが豊富で参考になりました。もう少し分析があれば、なお良かったと

思います。 

・コストがどの程度か分かったので、今後の進め方を再考できる。 
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・やはり精度の未整備の課題が大きい。西江町長の話がそういう意味で もお

もしろかった。 

・いろいろなところで研究している（大学、推進の望むメーカ、国の基本施策）。

計画部会は何か特徴をもってテーマとすべき。 

・倶知安町長の話が面白かったです。 

・費用（コスト）の内容が理解できた。そのコスト削減のために、どのような

取組が必要であるか課題である。 

・興味深いデータが多数あった。ざっくりした概算をする際に資料として使い

たい。 

・あらためて重要なテーマだと思いました。 

・さまざまな詳細な情報（実情）を得ることができ良かった。 

・分析・考察不足が感じられた。もう少し深い分析が必要では？ 

・熱供給は電力についてのことが主だったので、熱供給の他の方法も検討して

いただきたい。 

・興味がありながらも、なかなか事例や実データを見る機会がなかった。その

ため、今回のセッションを聞くことができ、とても身になった。 

 

３）研究セミナーは満足できるものでしたか。 

 

選 択 項 目  人 数  構 成 比  

1.満 足 できるもので

あった 

11 39% 

2.まあまあであった 16 57% 

3.不 満 であった 1 4% 

無 回 答  0 0% 

合 計  28 100% 

 

 

 

＜意 見 ＞ 

・時間が短かったが、町長のお話を聞くことができて良かったと思います。 

・ディスカッションの時間がもう少しあったらよかったと思います。 

・発電効率の算出方法が不明。年平均とすると効率が高すぎる。設計点を上回る

とは思えない。 高効率だと考えると、そもそも稼働率との相関があるはずが

ない。 

・処理能力の算定方法を考えると280日×0.96/365日＝約70％の稼働率にならない、
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発生ごみ量の算定があまい。 

・資源化のコストやリサイクルのメリットについて、データを見ながら理解する

ことができた。 

       

（３）今後の計画部会活動に対しての期待や要望したい事項、改善すべき点など、

ご意見をお聞かせください。 

＜意見＞ 

・現状のごみ処理を更に効率的に高く進めるための方策を探って欲しい。人口集

中地区と過疎地区でのごみ処理のあり方も同様である。 

・いろいろな事例、生の声を聞けるとよい。 

・今後、財政難の中、今のような処理方法を維持していくことが困難になる。GHG

削減、エネルギー回収、強靭化福祉など要請が多い中、これまでのやり方にこ

だわらない工夫が必要であり、このような様々な工夫の共有化、体系化に計画

部会は大きく貢献できると思う。 

・テーマを決めて、熱に関する情報を集める方法を継続するのか。 

・各報告者の時間配分（あるいは報告内容）をよく考えた方がよいと思います。

（色々話したいのはよく分かりますが、予定された（目安となる）時間を大幅

に超えて話すと、論議の時間が確保できなくなり、よくないと思います。それ

だけの内容を話してもらう計画なら、それに見合う時間を割り当てるなり確保

してもらうよう希望します）。 

・蓄熱やヒートポンプ等も進んできているので、中低温熱利用も考えるべきでは。 

・楽しく聞くことができました。ありがとうございます。 
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平成27 年度 廃棄物資源循環学会 企画セッション
企画趣旨

熱・エネルギー供給と
廃棄物処理施設(3)

廃棄物計画部会

代表 中村恵子

1

「廃棄物処理施設」の機能
（１）都市における『肝臓』＝環境保全施設
（２）熱・エネルギー供給施設
（３）資源回収施設

↑
環境負荷低減 資源効率

↓
廃棄物処理施設の選択
分別政策の選択
コストの効率化

新たな時代の「廃棄物計画」

2

社会への対応
（１）少子・高齢化→人口減少

→地方過疎化
⇒地方創生

（２）災害対応→災害廃棄物処理・エネルギー確保
⇒廃棄物処理施設の防災拠点

（３）財源難 ⇒コストの効率化
↓

公域化、大規模化、IT化、ロボット化
廃棄物処理会社・民間事業者との協働 等

↑
合意形成

新たな時代の「廃棄物計画」

3

■市町村の一般廃棄物処理システムを通じた３Ｒの推進

■地域住民等の理解と協力の確保

■広域的な視野に立った廃棄物処理システムの改善

・広域圏の一般廃棄物の排出動向を見据え、廃棄物処理システムの強靱化の観点も含め、施設整備を計画的
に進める。

・ストックマネジメントの手法を導入し、既存の廃棄物処理施設の計画的な維持管理及び更新を推進し、施
設の長寿命化・延命化を図る。

・資源の有効利用や地球温暖化対策の観点から具体的な指標を求め、より優れたものを優先的に整備する。

■地球温暖化防止及び省エネルギー・創エネルギーへの取組にも配慮した廃棄物処理
施設の整備

・廃棄物処理施設の省エネルギー化・創エネルギー化を進め、地域の廃棄物処理システム全体で温室効果ガ
スの排出抑制及びエネルギー消費の低減を図る。

・例えば、廃棄物発電施設の大規模化、地域特性を踏まえた熱の地域還元等の取組を促進する。

■廃棄物系バイオマスの利活用の推進

・廃棄物焼却施設の熱回収とメタン回収施設を組み合わせるなど、効率的なエネルギー回収を進める。

■災害対策の強化

・廃棄物処理施設を、通常の廃棄物処理に加え、災害廃棄物を円滑に処理するための拠点と捉え直し、広域
圏ごとに一定程度の余裕を持った焼却施設及び 終処分場の能力を維持し、代替性及び多重性を確保する。

・地域の核となる廃棄物処理施設においては、施設の耐震化、地盤改良、浸水対策等を推進し、廃棄物処理
システムとしての強靱性を確保する。

■廃棄物処理施設整備に係る工事の入札及び契約の適正化 出典環境省廃棄物対策課長
• 和田篤也氏スライド

廃棄物処理システムの方向性

4

市町村が行う地域の生活基盤を支えるための社会インフラである一般廃棄物処理施設の整備を支
援するスキームとして「循環型社会形成推進交付金」がある。
これまでの循環型社会形成の推進という観点から本交付金により行ってきた廃棄物処理施設への
支援に加えて、新たに災害時の廃棄物処理システムの強靱化及び地球温暖化対策の強化という２
つの柱を前面に打ち出し支援を充実。

循環型社会形成の推進という
観点から、老朽化した廃棄物
処理施設の適切な更新等を支
援することで、生活環境保全・
公衆衛生向上を確保し、地域
の安全・安心に寄与。

循環型社会形成の推進

エネルギー対策特別会計
を活用し、廃棄物処理施設
への高効率廃棄物発電等の
先進的設備の導入を支援す
ることで、地球温暖化対策を
強化。

地球温暖化対策の強化

大規模災害発生時における災
害廃棄物の円滑・迅速な処理に
向けた平時からの備えとしての地
域の廃棄物処理システムを強靱
化。

災害時の廃棄物処理システムの
強靱化

「循環型社会形成の推進」に加え、新たな２つの柱を前面に打ち出すことで、地域にとって
必要不可欠な一般廃棄物処理施設の整備を一層推進。

一般廃棄物処理施設に対する支援の充実について

5

○市町村等が行う地域の生活基盤を支えるための社会インフラである廃棄物処理施設の整備を支援。
○循環型社会形成の推進という観点から、本交付金により行ってきた廃棄物処理施設への支援に加えて、

新たに災害時の廃棄物処理システムの強靭化及び地球温暖化対策の強化という２つの柱を前面に打
ち出し支援を充実。

老朽化した廃棄物処理施設の適切な更新等を行うことで、
地域の安全・安心に寄与。
大規模災害発生時における災害廃棄物の円滑・迅速な処
理に向けた平時からの備えとしての地域の廃棄物処理シス
テムを強靭化。
高効率廃棄物発電等の先進的設備の導入を支援すること
で、地球温暖化対策を強化。

ダイオキシン対策により集中的に整備した施設の多くが老朽化
（全国1,173施設のうち築20年超：353施設、築30年超：137施設、
築40年超：6施設）し、地域でのごみ処理能力の不足、事故リスク
増大の恐れ。

【交付先】
市町村等（一部事務組合、広域連合、特別区

含む）

【交付対象施設】
ごみ焼却施設、 終処分場、高効率ごみ発電

施設、既存施設への先進的設備導入推進事業、
等

【交付率】
交付対象経費の１／３。ただし、一部の先進的

な施設については１／２。

国 市町村等

循環型社会形成推進交付金等による一般廃棄物処理施設整備支援
平成27年度予算
50,412百万円（34,315百万

円）
平成26年度補正予算
48,300百万円

6
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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）



平成2５年度研究会・幹事会（内部）テーマ
■平成２５年度第１回研究会・幹事会７月2７ 日（ 東京 機械工具会館）

『廃棄物処理施設の位置づけ』 健康・環境デザイン研究所 中村恵子氏

■平成２５年度第２回研究会・幹事会９月２８日（東京 三田いきいきプラザ

『廃棄物処理施設からの熱・エネルギー供給の状況について』

環境省大臣官房 廃棄物・リサイクル対策課長 山本昌宏氏

◇海外施設見学会１０月１０日～１２日 （韓国 ソウル）

１．首都圏埋立地２．ソウル市SRセンター３．江南資源回収施設（焼却施設）

◇国内施設見学会１１月１日 北海道熱供給公社 中央エネルギーセンター（札幌）

□平成２５年度准研究会１１月２８日 （東京 都道府県会館）

『低炭素社会の実現に向けて～廃棄物処理の選択肢』特別シンポ 参加

■平成２５年度第３回研究会・幹事会 ２月８ 日(東京 港区勤労福祉会館）

『廃棄物発電所について』 さいたま市クリーンセンター大崎所長 三品雅昭氏

■ 平成２５年度第４回研究会・幹事会３月２２日（東京中央区立環境情報センター）

『廃棄物処理施設の熱・エネルギー供給を可能にする戦略』

鳥取環境大学サステイナビリテイ研究所 田中勝氏
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平成2６年度研究会・幹事会（内部）テーマ
□平成２６年度准研究会6月20日 （江戸東京博物館）

『低炭素社会の実現に向けて～電力ビジネスと清掃工場～』特別シンポ参加

■平成２６年度第１回研究会・幹事会７月２６日（東京中央区立環境情報センター）

『プラスチックリサイクルの動向』 プラスチック循環利用協会 阪口 修氏

□平成26年度准研究会・幹事会 11 月21 日 13 時30 分～16 時30 分 主婦会館

『低炭素社会の実現に向けてー廃棄物処理と余熱利用 』

■平成26 年度第2 回研究会・幹事会 平成27 年1月17 日 三田いきいきプラザ

『プラントメーカーからみた廃棄物処理施設の熱・エネルギー供給』

株式会社 プランテック 尾葉石 優氏

『部員居住市区町村廃棄物処理施設熱・エネルギー供給実態調査について』

■平成26 年度第3 回研究会・幹事会 平成27 年2月14 日 港区立勤労福祉会館

『容器包装リサイクル法改正審議状況とプラスチック』

ダイナックス都市環境研究所 所長 山本耕平氏

◇施設見学会准研究会 平成27 年2 月27 日

１．苫小牧清掃社：産業廃棄物・一般廃棄物からのRPF 製造、

２．サニックスエナジー：プラスチック発電所
8

平成27年度研究会・幹事会（内部）テーマ
■平成２7年度第1回研究会4月18日 （東京中央区立環境情報センター）

『プラスチックごみの発電利用に関する考察』㈱環境管理センター 片柳健一氏

■平成２7年度第2回研究会・幹事会5月30日（勤労福祉会館・三田いきいきプラザ）

H27年廃棄物計画部会 実施

『市区町村ごみ処理と熱・エネルギー供給実態調査』整理・分析

□平成27年度准研究会・幹事会 6 月30 日 北トピア

『低炭素社会の実現に向けて

ー地域エネルギー創生と防災センターとしての清掃工場ー』参加

◇施設見学会 平成27 年7 月23 日24日

１．倶知安町役場２．ニセコ運輸：RPF 製造、リサイクル施設、最終処分場

３．Jファーム苫小牧：植物工場４．王子製紙：紙製造でのRPF使用状況

■平成27 年度第3 回研究会・幹事会 平成27 年7月23，24日

『羊蹄山麓7町村広域廃棄物処理計画における可燃ごみのRPF化』西江栄二氏

『実績ある廃棄物処理施設の熱・エネルギー供給事例』阿賀裕英氏

『市区町村ごみ処理と熱・エネルギー供給実態調査分析』尾葉石 優氏

■平成27 年度第4 回研究会・幹事会 平成27 年8月22 日

企画セッション論点議論 9

H25年『熱・エネルギー供給と廃棄物処理施設（１）』論点「立地」「規模」
■「日本の廃棄物処理施設の熱・エネルギー供給の可能性と現状」 田中勝
・廃棄物処理施設はＮＩＭＢＹからＰＩＭＢＹへ変えなくてはならない。
・日本では安全な処理、埋立量 少化をめざし廃棄物処理施設は作られてきた。
・２０１１年３月の原発事故により、ごみ発電は大きな役割が期待されている。
・世界的にもごみ発電等の再生可能エネルギーによる電力供給に関心が移ってきている。
・焼却施設の役割は、安全な処理、埋立量減量、エネルギー活用できるところにある。
・ごみ発電の潜在能力高く、大規模施設にし、高カロリー廃棄物を使えば高効率発電が可能

■「熱・エネルギー供給からみた県・市町村の廃棄物処理計画」 鈴木和将
・焼却方式（焼却、ガス化、灰溶融）、エネルギー回収方法（電気、熱）、焼却灰、飛灰の処理方法など数
多くの選択肢があり、その中で効率的な処理システムを選択する必要がある。
・15焼却施設調査で も効率的施設は、対象施設中 大の900t/日ストーカ炉であった
・東日本大震災後のごみ発電対応調査で、総発電量は震災前より19%増、 総売電量も15%増。
ごみ処理量当たりの発電量は、震災前325kWh/t、震災後は367kWh/tと13%増加した。

・エネルギー・熱回収の効率化の課題はごみ分別（不燃残さ、廃プラ、産廃）、収集、技術シス
テムをどうするか？広域化、規模の大きい施設立地時のリスクコミュニケーション

■「熱・エネルギー供給を有効にするための廃棄物処理施設の立地」 橋本治
・現状では、廃棄物保有エネルギーは十分に利用されていない。電力と熱利用の併用により、
エネルギー回収効率向上が期待できる。

・熱利用には、清掃工場を熱負荷が集中した大都市の市街地へ設置する必要がある。
・工場立地による地価変動は、地域により異なる。住宅地、工場地では、地価は下がるが、
繁華街近くの市街地や建替工場では地価の明確な下落は見られない。

・市街地での地価変化から見ると、都市の中心市街地への工場立地は可能である。
・市街地への工場立地を可能とするため、廃棄物の安全管理が重要となる。
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H2６年『熱・エネルギー供給と廃棄物処理施設（２）』論点「対象廃棄物」
■「市町村一般廃棄物処理計画の分別対象廃棄物と資源化方法」 荒井 喜久雄
・Ⅰ東京都23区を例に分別収集の実際を説明：２３区のうち１３区が容リ法にもとづいてその他プラを回収
あとの１０区はその他プラを可燃ごみとして混合焼却、発電という事実を示す

・Ⅱプラスチックリサイクルの課題：プラスチックのリサイクルは、初期の環境対策の未成熟、リサイクルは
常に正しいとする思い込み等から、現実は、分別、収集、再商品化にコストがかかるなど課題が出ている
・Ⅲプラスチックの今後の方向：私見としてごみ発電技術の進歩、電力価値の向上、環境技術の発展か
らプラスチックはごみ発電への資源として分別されるべきであろう

■「製品プラスチック・容器包装プラスチックのリサイクルの動向」 阪口 修
・Ⅰフロー図にみるプラスチックのリサイクルの動向、
・Ⅱ容リプラ、製品プラ及びペットボトルのリサイクルの動向、
・Ⅲ容リプラ、製品プラ、ペットボトル、産廃プラの処理費用について
・Ⅳ一般廃棄物の発電について
・Ⅴその他プラのリサイクル手法別環境負荷と今後のプラスチックの分別・リサイクルのあるべき姿
その他プラの収集・選別費用39円～60円/kg+再商品化費用63円/kg（H21年度）＝102円～123円
可燃ごみの収集・処理費用31円~43円/kgの3倍。廃プラの燃料としての価値が上昇していることから
容リ法による再商品化に疑問を呈した。

■「廃棄物処理施設の熱・エネルギー供給から見た分別のありかた」 三品 雅昭
・Ⅰさいたま市の分別収集
・Ⅱプラスチックは熱回収、紙類は資源へ
・Ⅲごみ発電所の安定運営について
売電単価の上昇によりクリーンセンター大崎ごみ発電所の平成25年度売電金額が3億2317万円になる
さいたま市一般廃棄物処理基本計画策定時ごみの組成調査から、カロリーアップに寄与する紙類と
プ ラスチック類併せてどの地域でも33％～35％であるが、資源物1類，2類として分別しているプラス
チック、紙類を発電の材料潜在量としてみると、もっと発電量・売電収入上昇が期待できる。

11

お聞きしたい項目 （記入例） ペットボトル 白色トレイ その他容リプラ 製品プラ 汚れた廃プラ

分別方法

容リ法月・週○回収、
独自ルート 〃

可燃ごみ、不燃ごみ
店頭回収、集団回収

処理方法
容リ、焼却、埋立
売却、その他

処理費用 ○○円/年

お聞きしたい項目 （記入例） 回答 備考

１）循環型社会形成について

ごみの発生量 ○○kg/人・日
（年間収集量＋年間直接搬入量＋集団回収量）÷計画収集人口÷365日（又
は366日。以下同じ）

資源回収率 ○○t/t 総資源化量÷（年間収集量＋年間直接搬入量＋集団回収量）

エネルギー回収量 ○○MJ/t エネルギー回収量（正味）÷熱回収施設（可燃ごみ処理施設）における総処
理量

終処分率 ○○t/t 終処分量÷（年間収集量＋年間直接搬入量＋集団回収量）

２）地球温暖化防止について

廃棄物処理に伴う温室効果ガスの人
口一人当たり排出量

○○kg/人・日 温室効果ガス排出量（正味）÷人口÷365日

３）公共サービスについて

住民満足度

４）経済性について

人口一人当たり年間処理経費 ○○円/人・年 廃棄物処理に要する総費用÷計画収集人口

資源回収に要する費用 ○○円/t 資源化に要する総費用÷総資源化量

エネルギー回収に要する費用 ○○円/MJ エネルギー回収に要する総費用（正味）÷エネルギー回収量（正味）

終処分減量に要する費用 ○○円/t 終処分減量に要する総費用÷(年間収集量+年間直接搬入量+集団回収量－
終処分量)

調査票一部分
■廃プラスチックの処理実態について

■標準的な評価項目（環境省 ごみ処理基本計画指針）
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パネリスト発表内容 １５:２５～1６:10

■コーデイネーター
三品雅昭（さいたま市）

■パネリスト
●H27年廃棄物計画部会「ごみ処理と熱・エネルギー供給実態調査」
ー熱・エネルギー供給と廃棄物処理施設・分別政策・コストの現状ー

：尾葉石 優(廃棄物計画部会員）

●実績ある「廃棄物処理施設の熱・エネルギー供給」事例
：阿賀 裕英(北海道立総合研究機構）

●「羊蹄山麓7町村広域廃棄物処理計画」における可燃ごみのRDF化
ー廃棄物処理会社と製紙会社との協働ー

：西江 栄二(倶知安町長）

13

論点
熱・エネルギー供給を有効にするために
１．地域特性にあわせた廃棄物処理施設選定

２．「対象廃棄物」の分別・資源化
熱・エネルギー供給寄与率が高い
●紙
●使用済みプラスチック

容器包装プラスチック◎トレー、ペット等 単一素材プラ
◎その他容器包装プラ

製品プラスチック ◎単一素材プラ
◎複合素材プラ

判断指標 例
①環境効率 ②資源効率 ③コスト効率 ④住民協力度

３．避けられないコストの効率化

■社会の要請に対応した廃棄物処理計画とは

パネルデイスカション １６：１０～１６：４５

14
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「熱・エネルギー供給と廃棄物処理施設（３）」

H27年 廃棄物計画部会

「ごみ処理と熱・エネルギー供給実態調査」

－熱・エネルギー供給と廃棄物処理施設・分別政策・コストの現状－

一般社団法人 廃棄物資源循環学会

廃棄物計画部会 尾葉石 優

1

廃棄物計画部会では、一昨年度より『熱・エネルギー供給と廃棄
物処理施設』を研究テーマとしている。

これまで、熱・エネルギーを供給するための廃棄物処理施設の“立
地”、“規模”、“対象廃棄物”について論議してきた。

“対象廃棄物”選定の議論では、高い熱量をもつプラスチックにつ
いて、容器包装リサイクル法の「その他プラスチック容器包装」とし
てリサイクルか、可燃ごみとしてエネルギー源にするのか、また、製
品プラスチック、ペットボトル、トレーなどのリサイクル方法も議論の
的となった。

このような背景から、本年度は市区町村のごみ処理方法と熱・エネ
ルギー供給の実態を把握し、多角的な検証をして、今後の廃棄物
行政に寄与する為に、調査を実施することにした。

調査の目的

2

自治体に関する項目

調査・分析項目

施設に関する項目

大項目 項目

1）循環型社会形成 ごみの発生量，資源回収量， 終処分量
エネルギー回収量

2）経済性 人口一人当たりの年間処理経費

エネルギー回収に要する費用

終処分量に要する費用

3）廃プラスチック処理実態 分別方法、処理方法、処理費用

大項目 項目

1）焼却施設の種類 処理方式，処理能力，稼働開始年

2）焼却時の熱エネルギー
供給

余熱利用状況，余熱利用量（外部利用含む），発電能
力（外部利用含む），ごみﾄﾝ当り発電量

3）経費 焼却処理経費，売電収入，買電経費，リサイクル経費

4）焼却ごみ分析 三成分(湿)，種類組成(乾)，発熱量（高位・低位）

本調査は平成25年度データで統一した無作為抽出調査（調査期間H27年2月～6月）で
あり、以下に示す項目を調査し、項目間のクロス集計等による分析を行った。

3

調査対象

6

3

7

自治体数

100万人以

上

50万人以上

～100万人

未満

10万人以上

～50万人未

満

218

10

施設数

100万人以

上

50万人以

上～100万
人未満

10万人以上

～50万人

未満

※1 無作為抽出調査（H25年度データで統一）
※2 調査期間 H27年2月～6月
※3 自治体抽出率：0.9%（16自治体/1,740自治体）、ごみ発電施設抽出率：12％（39施設/320施設）

4

データの構造

人口規模 自治体のデータ
（n=16）

施設のデータ
（n=39）

100万人以上 A1～A5 (n=6） a1～a18 (n=21)

50万人以上100万人未満 B1～B3 (n=3) b1～b8 (n= 8)

10万人以上50万人未満 C1～C7 (n=7) c1～c10 (n= 10)

人口規模 データに含まれる地域

100万人以上 北海道、関東、関西

50万人以上100万人未満 関東、関西、中国

10万人以上50万人未満 北海道、関東、関西、中国

5

自治体分析１ ごみの発生量と年間処理経費
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１．４．２　H27年廃棄物計画部会「ごみ処理と熱・エネルギー供給実態調査」
　　　　　　ー熱・エネルギー供給と廃棄物処理施設・分別政策・コストの現状ー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　尾葉石　優 氏(廃棄物計画部会員)



自治体分析２ 資源回収量と 終処分量
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自治体分析３ ペットボトルの資源化費用

‐99,694 

‐37,894 

‐46 

0

33,791 

96,294 

97,669 

150,377 

198,571 

‐150,000 ‐50,000 50,000 150,000 250,000

C3

C1

C6

B3

A3

A5

C2

A6

B1

ペットボトル（円/ｔ）

ペットボトル（円/ｔ）

備考：人口規模100万人以上：A1~A5、50万人以上100万人未満：B1～B3、10万人以上50万人未満：C1～C7

缶・ビンとの混合収集

A6はペットボトルと缶・ビ
ンを混合収集している。

8

自治体分析４ その他容リプラの資源化費用
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自治体分析５ 製品プラの処理費用
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自治体分析６ 廃プラスチックの処理費用
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施設分析１ （1）
ごみ組成と発熱量

低位発熱量（kcal/kg）
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施設分析１ （2）
ごみ組成と発熱量
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施設分析２ 焼却処理能力と発電能力
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施設分析３（1） 稼働開始時期と発電効率（実績値）
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施設分析３（2） 稼働開始時期と発電効率（実績値）
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施設分析４（1） ごみ発電施設の稼働日数と稼働率
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施設分析４(2) ごみ発電施設の稼働日数と稼働率
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施設分析５（1） 総発電量と外部電力供給量
施設規模（ｔ/日）
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施設分析５（2） 総発電量と外部電力供給量
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施設分析６ ごみトン当り発電量
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施設分析７ 焼却処理経費と売電収入
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施設分析８ 売電単価
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◆ 自治体分析

ごみ発生量・資源化量・ 終処分量
・1人1日当たり約1kgが平均的なごみ発生量となっていた。
・資源回収量が多い自治体では、 終処分量は少なくなる傾向が見られた。（負の相関）
・ 終処分費用が安い自治体では、 終処分量が多くなる傾向がみられた。（負の相関）

ごみ処理費用・プラスチックの資源化費用
・1人1日当たり約11,000円が平均的な年間処理経費となっていた。
・ペットボトルを多額の費用で容リ法により資源化している自治体と売却できている自治体が見られた。
・その他容リプラは多額の費用で容リ法による資源化を行っている自治体が多かった。
・製品プラは焼却によるサーマルリサイクルを行っている自治体が多かった。
・汚れた廃プラは全てが焼却によるサーマルリサイクルであり、処理費は資源化費用の1/10程度と安かった。

◆ 施設分析

・焼却対象ごみの紙類とプラ類の合計組成は60～80％であり、内訳は紙類6割、プラ類4割となっておりバイオマス
成分を含む紙類の方が多い傾向が見られた。

・焼却規模と発電能力には相関があり、2000年以降に発電能力が20～30Mw級の大型施設が稼働し始めた。
・2000年以降に発電効率が20％を超える高効率発電施設が見られた。（2009年以降に高効率発電交付率1/2）
・2000年以降にごみトン当たり500～600kwh級の大型発電施設が多く見られた。
・2010年以降は施設の総発電量に対する外部電力供給量の割合が高く、概ね70％が外部電力供給となっていた。
・施設の稼働率は年代に関係なく70～80％の施設が多く、処理能力には余力があるように思われた。
・ごみトン当たり焼却処理経費は施設規模との相関はなく、平均1万4千円となっていた。
・売電収入は施設規模と発電量に相関しており、RPS法やFIT制度により 大で7～8億円の収入を得ていた。

ま と め
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実績ある「熱・エネルギー供給事例」

北海道立総合研究機構

阿賀 裕英

1

１．焼却熱利用
①発電・・・場内外利用、余剰電力の売電など
②熱利用・・・場内外利用、発電時の余熱の場内外利用、

熱利用主体とする地域熱供給事業など

２．乾式メタン発酵＆焼却熱利用
・近年採用され始めた技術
・水分多い厨芥による焼却時のエネルギー回収率低下問題を改善

３．固形燃料化（RDF化）＆発電or熱利用
・RDF化は焼却熱利用のような連続操業の必要がなく、処理能力は稼働時間で調整できる。
・広域連携によっても焼却熱利用が難しい中小市町村に向く。

目安としてはごみ量100t/日未満、人口10万人未満とされている。
・ダイオキシンが問題になった1997年、 100t/日未満のごみ処理に推奨された。

利用先が見込めず、2002年の規制強化の時、全国5か所にRDF発電所が整備された。
・2003年、三重県の爆発死亡事故で普及は後退。
・その後は取扱いが改善されて大きな事故はなく、見直されつつある。

エネルギー価格の高騰、震災後のFIT制度導入など

一般廃棄物系可燃ごみの主な熱・エネルギー利用形態

2

１．焼却熱利用

発電・・・大阪市東淀工場、堺市クリーンセンター臨海工場、Ａ市Ｂ工場

地域熱供給事業・・・札幌市にある北海道地域暖房株式会社

２．乾式メタン発酵＆焼却熱利用

事例が少なく出来たばかりの施設も
事業者などからの技術報告等が数多く発表されているのでここでは割愛

３．固形燃料化（RDF化）＆発電or熱利用

福山市にある福山リサイクル発電株式会社

富良野市

本日とりあげる事例

3

１． 焼却熱利用による発電

大阪市東淀工場の概要（「高効率ごみ発電施設整備マニュアル」：環境省、
H21年3月（H22年3月改訂）より抜粋）

１．処理方式 ストーカ炉
２．施設規模 ４００ｔ/日

２００ｔ/２４h×２炉
３．竣工年月 2010年3月
４．発電システム

１）ボイラ設備 蒸気条件 4.0MPaG×400℃
２）蒸気タービン

①形式 抽気復水タービン
②定格出力 10,000kW
③抽気段数 2段

５．白煙防止条件 0℃×70％
６．発電効率 20.4％

（設計点：基準ごみ質の110％負荷、２炉フル稼働時）
７．余熱利用 施設内給湯、暖房

タービン定格点を通常運転時に近い負荷で決定。低温エコノマイザや２段抽気タービ
ン等の導入により、発電効率20.4％を達成。

4

堺市クリーンセンター臨海工場の概要（「エネルギー回収型廃棄物処理施設
整備マニュアル」：環境省、H26年3月より抜粋）

１．処理方式 シャフト炉式ガス化溶融炉
２．施設規模 ４５０ｔ/日

２２５ｔ/２４h×２炉
３．竣工年月 2013年3月
４．発電システム

１）ボイラ設備 蒸気条件 3.9MPaG×400℃
２）蒸気タービン

①形式 抽気復水タービン
②定格出力 13,500kW
③抽気段数 1段

５．白煙防止条件 5℃×65％
６．発電効率 18.52％

（設計点、高質ごみ基準、２炉フル稼働時）
７．余熱利用 発電

蒸気タービン発電機のほか、815kWのガスエンジン発電機3基を備え、災害等の停電

時でも施設の立上（ブラックスタート）が可能。通常運転時においても、蒸気タービン発
電機のバックアップをガスエンジン発電機が受け持つことにより、電源セキュリティを向
上させている。

5

Ａ市Ｂ工場の概要

１．処理方式 ストーカ式焼却炉
２．施設規模 ９００ｔ/日

３００ｔ/２４h×３炉
３．発電システム

１）ボイラ設備 蒸気条件 4.0MPaG×400℃
２）蒸気タービン

①形式 抽気復水タービン
②定格出力 30,000kW
③抽気段数 1段

４．白煙防止条件 なし
５．発電効率 20.8％

（設計点、高質ごみ基準、３炉フル稼働時）
６．余熱利用 施設内給湯、冷暖房

白煙防止条件を設定せず発電効率20.8％を達成。

6
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１．４．３　実績ある「廃棄物処理施設の熱・エネルギー供給」事例
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　阿賀　裕英 氏(北海道立総合研究機構）



各工場の平均的な稼働日中の稼働率と発電効率（実績値）

稼働率＝｛年間処理量/（365日－全炉停止期間）｝ / 処理能力 ×100 （％）とした。

データ出典：一般廃棄物処理実態調査結果（環境省）、全炉停止期間は管理者へ平均的日数をヒアリング

年間1炉あたり68日基本停止
うち、工場内全炉停止：およそ25日

臨海工場の稼働率と
発電効率（実績値）

＜H25年度＞

稼働率（％） 85

発電効率（％）
（実績値）

18.1

発電効率（％）
（設計点）

18.5

年間1炉あたり60日程度停止
うち、工場内全炉停止：およそ10日

年間1炉あたりおよそ100日前後停止
うち、工場内全炉停止：およそ30日

データは少ないが、稼働率が60％台とやや低い時、発電効率（実績値）が設計点を下回る傾向が伺える。
7

蒸気タービン発電・・・蒸気量が減少すると発電効率も下がる。
（稼働率と密接に関連）

大阪市・八尾市・松原市環境施設組合

H20年度には10工場が稼働
H24年度末まで に3工場が廃止され、1工場を竣工

このため、稼働日中の稼働率、ひいては発電効率（実績値）が上昇したと考えられる。
H25年度末にも1工場が廃止

堺市

H25年度には4工場が稼働。うち、2番目に新しい工場は基幹改良工事であまり稼働せず。
も新しい臨海工場の稼働を 優先した。

H25年度末に1工場が休止
現在は3工場体制

老朽化した1工場を主力2工場のバックアップとして運用
（定期点検等で処理しきれないごみに対し、一時的に運転）

Ａ市

H20年度には4工場が稼働
H21年度末までに1工場が休止（H22年度末に廃止） 8

２．焼却熱利用による熱供給事業

札幌市にある北海道地域暖房株式会社の取り組み
（会社のHPより引用）

家庭から集められたごみは、清掃工場に運ばれ、焼却炉で燃やされて処分されます。
このとき発生した熱を利用し、焼却炉と一体化された廃熱ボイラーによって蒸気をつくります。
蒸気は地域暖房用のほか、発電用、工場内使用などに分けられ使用されます。
地域暖房用の蒸気の熱エネルギーは、熱交換器によって、供給地区で冷やされて戻ってきた温水を温めるために使用されます。
熱エネルギーを使われた蒸気は温度が下がり、温水となって清掃工場に戻り、廃熱ボイラーを循環してまた蒸気となります。

このシステムで、一般家庭40戸から出るごみを1戸の暖房・給湯で使用する熱に変えることができます。

9

昭和30～40年代
北国では家庭やビルで利用される石炭の燃焼により、都市部の大気汚染は深刻な公害問題。

冬季オリンピック誘致の際
都市・環境行政のひとつとして地域熱供給の導入を計画。

1970（昭和45）年
厚別地区と真駒内地区に対して地域熱供給を行う北海道地域暖房（株）設立。

1971（昭和46）年
両地区に熱供給開始。当初の熱源は重油。

1974（昭和49）年
厚別清掃工場の稼働開始とともにごみ焼却熱利用へ。
2002年の工場廃止後はRDF（生ごみは含まず）を熱源に。

1985（昭和60）年
駒岡清掃工場の稼働開始とともにごみ焼却熱利用へ（真駒内地区）。現在に至る。

10

真駒内地区熱供給エリア供給面積/50.3ha
熱供給導管総延長/24ｋｍ
都市機構住宅（賃貸）22棟（830戸）/42,821㎡
都市機構住宅（分譲）26棟（923戸）/72,682㎡
戸建住宅7戸/1,046㎡
商業・業務・教育施設他11件/41,997㎡
※2010（平成22）年10月現在 11

厚別地区熱供給エリア
供給面積/142.0ha
熱供給導管総延長/43ｋｍ
市営住宅（賃貸）
159棟（6,080戸）/343,224㎡
都市機構住宅（賃貸）
5棟（170戸）/10,287㎡
戸建住宅
23戸/3,048㎡
社宅等
2棟（16戸）/2,339㎡
商業・業務・教育施設他
35件/296,538㎡
※2010（平成22）年10月現在
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事業による炭酸ガス削減効果と今後の課題（会社へのヒアリングより）

炭酸ガス削減効果（天然ガスに置き換えた場合と比較、2014年度実績）

真駒内地区・・・3,140 ｔ

厚別地区（RDF（生ごみを含まず）を熱源）・・・25,360 ｔ

今後の課題

ごみ減量化進展の一方、廃熱利用量縮小による天然ガス使用量の増加

13

３．固形燃料化（RDF化）＆発電or熱利用

３．１ 福山市にある福山リサイクル発電株式会社の取り組み
（会社、および福山市のHPより引用）

１ 参画市町（９市町）
福山市，府中市，大竹市，廿日市市，尾道市，三原市，庄原市，世羅町，神石高原町

２ 事業会社の設立
広島県，参画市町，民間企業等の出資により，リサイクル（RDF）発電及びＲＤＦの溶融スラグ化等を行う事業

会社を２０００年５月２４日に設立。

処理対象 RDF（ごみ固形燃料）

処理能力 314トン－RDF／日×1炉

処理方式 シャフト炉式高温ガス化直接溶融炉

発電出力 約21,600 kW

発電端効率 28.1 ％

蒸気・電気発生
設備

全ボイラ方式、蒸気タービン発電

 業運 開始 2004年4月 14

15

事業の概況（会社HPおよびヒアリングより）

①事業化にあたり
福山市は、単独でも焼却施設を建設できたが、LCCとLCAで検討した結果、市内に

RDF処理施設を建設し、RDF事業に参画する方が有利と判断。他市町もLCCとLCA
に

よりメリットを確認したうえで事業化。

②H26年度実績
RDF処理量：74,868ｔ
発電量：113,215千kWh、売電量：94,216千kWh
スラグ販売量：5,482ｔ、メタル販売量：572ｔ

③売電方法について
2004年度～2008年度 RPS法に基づき中国電力へ売電
2009年度～2012年度 入札によりPPS（特定規模電気事業者）に売電
2013年度～ 2012年12月にFITの設備認定を受け、2013年度分から

FITを踏まえた入札により売電

④採算に関して
当初は年間運転経費の半分を売電収入で、半分をRDF処理委託費で賄う計画。
その後、売電収入が増加してきたので、RDF処理委託費を下げて運営。

16

３．２ 富良野市の取り組み （富良野市提供資料より）

RDF化施設
○竣工：昭和63年7月（全国で初めて固形燃料の製造を開始）。平成14年に更新。
○処理能力：平成23年度の規模拡大により7.0t/日から15.12t/日に。

●原料：分別収集した紙・繊維・木・プラ

受入原料に生ごみ等の高水分ごみが含まれていないため、乾燥工程等は設けていな
い。

固形燃料ごみ RDF
17

平成25年度のRDF生産販売実績

生産量：2470.29（ｔ）

販売実績
①王子製紙（株）（江別）へ
865.25 （ｔ）、販売価格2500円/t・・・輸送費込み

②北海道地域暖房（株）（札幌）へ
1480.67 （ｔ）、販売価格50円/t・・・自ら輸送

両者のRDF単価は同じ。

事業が継続できたポイント（ヒアリングより）

・住民・事業者のごみ分別の協力により、異物混入の少ないRDF原料が確保できていること。
（住民が、富良野方式と呼ばれるごみ分別・処理に誇りをもち、非常に協力的）

・生ごみや紙おむつ等の高水分ごみは別に分別収集。
乾燥工程が不要であり、その分コストがかからない。

・RDFの需要が近隣にあること。

近年は富良野市内での活用を検討中。

18
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まとめ

１．焼却熱利用

発電
・稼働率が高いほど発電効率（実績値）は高くなる。

近隣の多数の施設と連携強化し、点検整備時以外は
なるべくフル稼働化を図ることが望ましいと考えられた。

地域熱供給事業
・温室効果ガス削減効果があるが、ごみ減量化が進んだ場合の化石燃料使用量の

増加が課題

２．固形燃料化（RDF化）＆発電or熱利用

・RDFの需要が近隣にあることが重要
・事業化にあたり、LCCとLCAでの十分な検討も重要
・市民・事業者のごみ分別の協力が、異物混入の少ない良質なRDF原料に
・さらに生ごみや紙おむつ等の高水分ごみ分別で、RDF製造コスト減と品質の向上
・電力自由化、FIT制度導入が追い風

19
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「羊蹄山麓７町村広域廃棄物処理計画」
における可燃ごみのRPF化
～廃棄物処理会社と製紙会社との協働～

北海道倶知安町長 西 江 栄 二

（羊蹄山麓地域廃棄物広域処理連絡協議会長）

HOKKAIDO KUTCHAN TOWN 1 HOKKAIDO KUTCHAN TOWN

羊蹄山麓地域７町村と倶知安町の概要 町村名
人口 (人)

(H27.1.1現在)
面積 (km2)

蘭越町 5,030 449.68

ニセコ町 4,983 197.13

真狩村 2,156 114.43

留寿都村 1,886 119.92

喜茂別町 2,401 189.51

京極町 3,215 231.61

倶知安町 15,825 261.24

山麓計 35,496 1,563.52

香川県 1,876.73km2

1市13町6村

2

しりべし

後志総合振興局

3

年 大降雪

２０ｍ１９ｃｍ(1970年)

年 深積雪

３ｍ１２ｃｍ (1970年)

道内不動の記録

豪雪の町

ジャガイモの町

作付面積:約1,300ha
収 穫 量 ：約５万ﾄﾝ

生食用男爵
収穫量日本一

4

グラン・ヒラフ
Niseko Grand Hirafu

ニセコHANAZONO

5

アウトドア王国

本日のテーマ

（１）地域の廃棄物計画の変遷

（２）RPF化決定への道のり

（３）RPF稼働後の状況

（４）リサイクルとコスト

（５）今後の廃棄物計画

HOKKAIDO KUTCHAN TOWN 6

可燃ごみ固形燃料化機械設備

42

１．４．４　「羊蹄山麓7町村広域廃棄物処理計画」における可燃ごみのRPF化
　　　　　　　　　ー廃棄物処理会社と製紙会社との協働ー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　西江　栄二 氏(倶知安町長）
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（１）地域の廃棄物計画の変遷

S38 馬そり、馬車、普通トラックからごみ処理専用車による回収
全量埋立方式

S54 羊蹄山麓七ケ町村で共同焼却炉建設構想打ち出す
（発足２年後宙に浮く）

S59 ごみ処理基本計画概要策定（新たなごみ処理調査実施）

S63 焼却・破砕処理施設施設完成（全量埋立から焼却・減容化へ）

H元 ごみ処理の有料化

H2 資源ごみの回収開始（鉄類、アルミ類、紙類、有価びん類）

H4 終処分場完成

H5 資源リサイクルセンター完成（ワンウェイびん回収）

S45 琴平 終処分場新設（全量埋立方式 ～S63年度まで利用）

倶知安町単独ごみ処理から可燃ごみ広域処理へ

HOKKAIDO KUTCHAN TOWN

年月 内 容

H9.12 道が「ごみ処理の広域化計画」策定。道内32ブロックに分け、広域化を推進。

H10.3 南後志地域廃棄物広域処理連絡協議会設置（９町５村）

H12.1 ダイオキシン類対策特別措置法施行

H12.7 羊蹄山麓地域廃棄物広域処理連絡協議会設立

H13.1 山麓6町村の可燃ごみ受け入れに当たり、現焼却施設周辺地区住民と協
定締結。焼却炉終期：H27.3.31、生ごみを焼却しない―など10項目

H14.11 ダイオキシン類排出規制強化と山麓地域の可燃ごみ受け入れに対応する
ため、焼却炉の改修工事完了（バグフィルター、2次燃焼送風機設置）

H14.12 ダイオキシン類に係る排出基準の規制強化
山麓6町村から可燃ごみ受け入れ開始

H17.3 生ごみ分別収集開始。生ごみ堆肥化を民間委託

H9.1に国が示した「ごみ処理に係るダイオキシン類発生防止等ガイドライン」
が発端。
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岩宇グループ 【可燃中間処理】 【不燃物中間処理】 【 終処分場】

共和町・岩内町 ｸﾞﾙｰﾌﾟ4町村から 不燃・粗大系は現有 組合の現有施設

泊村・神恵内村 なる組合焼却施設 施設で集約処理、資 で対応

を改造 源系は各町村単独

羊蹄グループ 【可燃中間処理】 【不燃物中間処理】 【 終処分場】

蘭越町・ニセコ町 倶知安町の施設を 不燃・粗大系は倶知 個々の町村で対

真狩村・留寿都村 改造して７町村分 安町を除く６町村で 応

喜茂別町・京極町 を焼却 集約処理、資源系は

倶知安町 各町村単独

南部グループ 【可燃中間処理】 【不燃物中間処理】 【 終処分場】

島牧村・寿都町 ｸﾞﾙｰﾌﾟ3町村から 不燃・粗大系は現有 組合の現有施設

黒松内町 なる組合焼却施設 施設で集約処理、資 で対応

を改造 源系は各町村単独

各グループ過渡的対策
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羊蹄グループ
蘭越町・ニセコ町・真狩村・留寿都村・喜茂別町・京極町・倶知安町

H26年度末まで倶知安町の施設を利用する。

H12・７月 羊蹄山麓地域広域処理連絡協議会設置

受け入れのための

住 民 合 意

・ごみ広域処理問題検討委員会２０名（うち公募１０名）

・施設周辺住民１８戸

・町内会長説明会（１０３自治会組織）

・清掃審議会（町長の諮問機関１０人）

・町議会

H13.1
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施設周辺住民の合意条件
１．公害の防止と法令の遵守

２．ダイオキシン類等の有害物質の測定と公表

３．羊蹄山麓６町村から受け入れる廃棄物は生ごみを除く可燃ごみ

他町村の生ごみについては、持ち込ませない。
４．焼却施設の使用期限は平成２６年度末まで

今の焼却施設は平成27年度以降今の場所で焼却を行わない。

５．生ごみの処理体制の確立

本町の生ごみについては、平成17年から燃やさず資源化する。

６．廃棄物の排出抑制と資源化等の推進

倶知安町で現在または将来、資源化して燃やさないこととした場合は、その
時点で他町村も同様とする。

本町のごみの資源化計画、実施方針を策定するとともに、町民と町とのゴミ

情報の共有化、協力関係を強化する。

７．既存焼却炉のダイオキシン対策

８．維持管理の徹底

９．監視機関の設置と搬入・処理状況の公表

10．事故時の措置

11．定めのない事項の協議
赤字＝町側から追加提案
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倶知安町の廃棄物諸計画

計 画 名 主 な 内 容

一般廃棄物処理基本計画

S60年度計画 焼却・破砕処理施設、 終処分場の建設

H12年度計画
（全面改正）

※羊蹄山麓ごみ処理
基本計画新規策定

随時一部改正

○収集ごみ：可燃、不燃、資源、粗大、有害
○処理方法：可燃  焼却

不燃・粗大  破砕し、可燃物は焼却、不燃物は埋立
資源  容器包装系はリサイクル、厨芥類は堆肥化

○減量・資源化：H11対比のH22目標
排出削減率  収集ごみ10％以上、全体5％以上
リサイクル率  36％以上
町民・事業者・町が役割分担し、協力の下、「３R」を徹底

H25年度計画
（全面改正）

※羊蹄山麓ごみ処理
基本計画一部改正

随時一部改正

○基本方針
（1）ごみの発生抑制と再使用の促進
（2）資源化の推進やリサイクル活動などの促進
（3）環境教育の充実
（4）環境にやさしいごみ処理体制の整備

○目標量：H23対比のH34目標
総排出量  6％削減 1人1日当たり  1％削減
リサイクル率  20p上昇（66.3％に）

終処分量  55％削減（300ｔに）

12
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（２）ＲＰＦ化決定への道のり
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H27年度以降の可燃ごみ処理方法の広域検討経過

年 月 内 容

H18 現施設焼却終了のH27年度以降のごみ処理について検討開始

H20.8.12 第17回南後志地域廃棄物広域処理連絡協議会で、羊蹄山麓地域が
H27年度供用開始に向けて、ごみ処理施設更新検討を報告
南後志地域全体での広域化見送り

H20.8.29 協議会第36回幹事会で、可燃ごみ処理方法に固形燃料化方式を検討

H22.6.29 第23回協議会で、可燃ごみ処理方法として固形燃料化方式とすること
を方針決定

H23.2.17 第26回協議会で、可燃ごみ処理方法を小型焼却炉、炭化炉含む固形
燃料化方式とする方針決定

H23.2.25 倶知安町議会臨時会で、可燃ごみ処理方針について山麓７町村長が
合意・決定したと行政報告

H23.4.12 第27回協議会で、事業実施場所を倶知安町が適地と方針決定

13 HOKKAIDO KUTCHAN TOWN

年 月 内 容

H23.6.2 第28回協議会で、事業実施方法（公設公営、公設民営、民設民営）と具

体的な固形燃料化の実施方法について経費や各方法の利点などを比
較検討

H24.5.15 第29回協議会で、羊蹄山麓地域廃棄物広域ごみ処理基本計画を承認

（ただし、事業方式に係る事項は未決定のため、決定した段階で 終承
認とする）

H25.4.12 第32回協議会で、事業方式について民間委託方式と決定

H25.11.8 プロポーザル方式により、羊蹄山麓地域一般廃棄物可燃ごみ処理業
務委託契約を締結
処理方式：固形燃料化（衛生ごみは気化分解減容化）
場所：倶知安町、事業方式：民間委託（ニセコ運輸㈲）

H27.3 羊蹄山麓地域7町村可燃ごみの固形燃料化処理開始

14

（２）ＲＰＦ化決定への道のり
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可燃ごみ処理を「固形燃料化」とした理由

○極力「もやさない」「埋めない」ことを目指し、可能な限りリサイクルを図る。
協議会の検討結果、以下の５項目のいずれも優れている固形燃料化方式とした。

１．循環型社会の形成の推進に資するごみ処理
再資源化率の向上

焼却方式 55.1％   固形燃料化 87.9％

２．地球温暖化ガス排出の抑制
年間CO2排出量の抑制

焼却方式 2,860t‐CO2/年   固形燃料化 1,505t‐CO2/年

３．化石燃料の削減への貢献
王子製紙苫小牧工場 ボイラー燃料の50％が固形燃料。残りは石炭、廃タイヤ、

建築廃材チップなどを焼却。
北海道地域暖房 ボイラー燃料の60％が固形燃料。残りは石炭、建築廃

材チップなどを焼却。
日本製紙勇払工場 ボイラー燃料の4％が固形燃料。残りは石炭を焼却。

15 HOKKAIDO KUTCHAN TOWN

４．施設設備経費、運営経費の低減 1,982,500千円削減

16

焼却方式 固形燃料化

建設費 ２，５２０，０００千円 １，１００，０００千円

維持管理補修費15年間
（単年度）

２，７２０，５５０千円
（181,370千円）

２，１５８．０５０千円
（143,870千円）

経費総額 ５，２４０，５５０千円 ３，２５８，０５０千円

５．地域の実情に即したごみ処理

○ごみ有料化、ごみ分別区分・排出方法が統一されている。

○地域住民がごみに対する共有認識と長年培われたリサイクル意識の向上

○地域全体の人口と排出ごみ量が固形燃料化処理に適した数量である。

○PET,ﾌﾟﾗ容の選別・圧縮梱包、生ごみ堆肥化施設を民設民営による実績があった。

○ごみ質の変化、量、資源化品目の見直しに柔軟に対応できる処理方法。

（３）ＲＰＦ稼働後の状況

○搬入・処理開始

平成27（2015）年3月2日

○処理場所（民設民営）

ニセコ運輸有限会社

琴平リサイクルセンター
（倶知安町字琴平417）

○計画処理量（７町村）

4,380 t／年（17 t／日）
（うち倶知安町は2,135ｔ/年・8.3t/日）

○処理単価（７町村共通）

38,000円／ｔ

○固形燃料売却

A 2,500円/ｔ（搬送有）

B 500円/ｔ（搬送無）

HOKKAIDO KUTCHAN TOWN

可燃ごみ固形燃料化施設＝ニセコ運輸琴平リサイクルセンター

羊蹄山麓地域の可燃ごみ固形燃料化処理の概要

17 HOKKAIDO KUTCHAN TOWN

物資収支図から見た固形燃料化処理フロー

羊蹄山麓地域一般廃棄物可燃ごみ処理
業務委託 業務実施計画書から

18

（３）ＲＰＦ稼働後の状況

44
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可燃ごみの固形燃料化処理状況（H27.3～7）

王子製紙（苫小牧） 558t
北海道地域暖房（札幌） 514t
その他 45t

固形燃料搬出量内訳

19

（３）ＲＰＦ稼働後の状況

HOKKAIDO KUTCHAN TOWN

倶知安町の一般廃棄物処理実施計画（H27）

20

（３）ＲＰＦ稼働後の状況

（４）リサイクルとコスト 倶知安町のごみの推移（S62～H26）

HOKKAIDO KUTCHAN TOWN

収集計画人口

1日1人当たり排出量

世帯数

ごみ量

終処分量

資源化量

21

（４）リサイクルとコスト ごみ処理経費（収集+処理）の推移
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49,590,156 
50,913,093 

53,010,657 

51,659,632 

44,474,955 
44,072,360 

45,306,765 

45,183,075 
46,075,575 

46,382,385 

46,438,245 

46,664,835 
49,789,080 

206,380,413 

243,565,396 
232,761,486 

252,397,726 
286,940,157 

234,278,330 

227,644,550 

225,707,286 

218,288,569 

215,490,844 

213,148,250 
233,130,436 

251,021,939 

0

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000

300,000,000

350,000,000

H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

ごみ処理経費（収集+処理）

処理（その他資源ご

み）

処理（紙・PET・ﾌﾟﾗ）

処理（有害ごみ）

処理（生ごみ）

処理（不燃・粗大ごみ）

処理（可燃ごみ）

収集（その他資源ごみ)

 集（紙    容 ）

収集（生ごみ）

収集（可燃・不燃ごみ）

処理費計

収集費計

円

年

生ごみの分別収集開始

資源物の回収品目追加（紙・プラ容ﾘ）

及び各種廃棄物の収集回数の見直し
観光客増加によるごみ量増加、石油価格高騰
による施設管理費等の上昇

可燃ごみ広域処理

※建設費コスト含まない
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（４）リサイクルとコスト
分別収集・処理の拡大による

処理経費（収集+処理+建設費）の推移

(単位：ｔ、円）

H12年度 H14年度 H17年度 H25年度 H27年度（概算）

収集量 経費
ｔ当たり
経費

収集量 経費
ｔ当たり
経費

収集量 経費
ｔ当たり
経費

収集量 経費
ｔ当たり
経費

収集量 経費
ｔ当たり
経費

収集（可燃・不燃ごみ） 4,414 39,753,000 9,006 4,141 42,817,656 10,340 1,909 22,390,525 11,729 1,645 16,165,905 9,827委託 収集（可燃・不燃ごみ） 1,648 16,165,905 9,809委託

収集（生ごみ） - - - - - - 760 12,771,150 16,804 600 14,729,715 24,550委託 収集（生ごみ） 613 16,604,000 27,086委託

集（紙    容 ） - - - - - - 194 8,454,957 43,582 225 8,453,340 37,570委託  集（紙    容 ） 210 10,055,000 47,881委託

収集（その他資源ごみ) 450 6,720,000 14,933 484 6,773,000 13,994 896 8,043,000 8,977 598 7,315,875 12,234委託 収集（その他資源ごみ) 591 8,312,000 14,064委託

計 4,864 46,473,000 9,554 4,625 49,590,656 10,722 3,759 51,659,632 13,743 3,068 46,664,835 15,210 計 3,062 51,136,905 16,700

処理（可燃・不燃･埋立） 6,590 198,146,731 30,068 4,913 194,129,645 39,513 2,299 206,210,774 89,696 2,185 199,226,445 91,179公設民営 処理（固形燃料化） 2,115 88,240,000 41,721民設民営

処理（破砕・埋立等） 753 80,536,000 106,954公設民営

処理（生ごみ） - - - - - 1,635 47,215,529 28,878 1,276 33,488,697 26,245民設民営 処理（生ごみ） 1,524 37,800,000 24,803民設民営

処理（紙・PET・ﾌﾟﾗ）

1,235 20,181,823 16,342 1,688 23,904,971 14,162

463 18,792,813 40,589 366 15,277,992 41,743民設民営 処理（紙・PET・ﾌﾟﾗ） 328 17,270,000 52,652民設民営

処理（その他資源ごみ） 2,130 23,683,756 11,119 1,067 20,341,114 19,064公設民営 処理（その他資源ごみ） 957 40,456,000 42,274公設民営

計 7,825 218,328,554 46,409 6,601 218,034,616 33,031 6,527 295,902,872 45,335 4,894 268,334,248 54,829 計 5,677 264,302,000 46,557

参考） 経費には建設費が含まれている。（全体工事費+起債償還利息含む）/利用年数 ※経費には建設費が含まれてない。

平成13年4月から資源ごみ回収拠点「エコガレージ」開設、PETボトル回収し平成17年度まで町のリサイクル施設で処理 処理（破砕・埋立等）には､焼却施設管理含む

平成14年12月から羊蹄山ろくの可燃ごみ受入開始

平成15年7月から紙製・プラ製容器包装の回収開始

平成17年3月から生ごみ分別収集開始

資源化量と売却額の推移
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資源化率

リーマンショックによる世界的不況に
より取引単価下落により金属物売却
中止

生ごみのたい肥化開始

資源物の売却品目追加

・古着・古布（綿50％以上）

資源物の売却品目追加

・小型家電・小型電子機器

可燃ごみの固形燃料化処理開始

（平成27年3月から）

非鉄金属（アルミ）の取引価格上昇

により、全体の資源売却額押し上
げ。

千円・ｋｇ

24

（４）リサイクルとコスト

紙製・プラ容器包装収集
開始
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終処分場の延命化

HOKKAIDO KUTCHAN TOWN

資源化の進展、ごみの減量化を通じ、 終処分場
の延命化が図られています。H27.3の可燃ごみの焼

却処理終了と固形燃料化処理移行に伴い、焼却灰
の埋め立てがなくなることなどから、H50年度まで延
命化できる見通しです。 一般廃棄物 終処分場

○場 所：字旭384
○面 積：7,739㎡
○容 量：53,600 
○供用開始：H4.7
○事 業 費：3億1682万円

終処分場残容量の見込み（H26.10時点）

25

（４）リサイクルとコスト （５）今後の廃棄物計画

■ 固形燃料化の地域利用

・地元の（株）道栄紙業での利用
・固形燃料ボイラー開発と公共施設（プール）、農業用ハウス利用

■ 焼却施設の解体

・破砕施設、リサイクル施設含めて再整備検討

■ 分別方法の見直し

・高齢化社会における分別細分化の見直し
・収集、処理コストの削減
・観光客、冬期季節労働従業員への対応

■ 民設民営の管理監督

HOKKAIDO KUTCHAN TOWN 26

HOKKAIDO KUTCHAN TOWN

ご清聴、ありがとうございました。

ジャガイモの花と羊蹄山（H27.7）
27
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２．話題提供 

 

ここでは平成２７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 

２．１ プラスチックごみの発電利用に関する考察  

片柳 健一氏（株式会社 環境管理センター） 

 

（２） 第６回研究会 

第６回研究会にて話題提供していただいた「武蔵野市新廃棄物処理施設建設の

合意形成‐熱・エネルギー供給と防災拠点を目指して-」は、中川和郎氏（武蔵

野市環境部 ごみ総合対策課）に講演していただいた内容を、研究報告として執

筆していただき、３．１ 第６回研究会「一般廃棄物処理施設建設に至るまでの

合意形成」として、掲載した。 
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２．１   プラスチックごみの発電利用に関する考察 

                    ㈱環境管理センター 

                      片柳 健一 

 本計画部会では、この 1 年間「熱・エネルギー供給と廃棄物処理施設」をテー

マに部会活動を行ってきた。その過程でプラスチックごみに焦点を当て、そのリ

サイクルはかえってエネルギー消費を増加させる、費用も増加する、市民の分別

負担が大きすぎる、などの理由から、積極的にごみ発電によりエネルギー回収を

する方が良いのでは？との議論も行ってきた。この論点については 2000 年頃か

ら各方面で議論がなされているので、ここでは、今までの情報から論点を整理し

考察を行うことする。 

１．プラスチックごみの抱える基本的問題点 

 プラスチック製品は利便性の面においては極めて優れたものであり、経済成長

に伴い急激に増加した。その結果都市ごみの中における混入量も急激に増加し、

現在では都市ごみ中の重量比率は 15％、容積比率で 40％を超えてきている（特に

プラスチック容器包装ごみが多い）。我が国のごみ処理は焼却処理・ 終処分が主

流であるが、プラスチックごみはその特性から、焼却に不向きであり、 終処分

に対しては嵩比重が低く処分場の消費につながり、今までのごみ処理システムで

はきわめて処理が困難なごみであった。一方、国は廃棄物政策として３Ｒを推進

しているが、プラスチックごみは再生利用の面でも多くの困難性を有している。 

ここでは、プラスチックごみの保有する代表的な問題点を挙げる。 

１）高発熱量 

  高発熱量のため、燃えると高温となり焼却炉を損傷したりクリンカを発生す

る可能性がある。現在はストーカ、耐火レンガ、発電設備等の材質が改善され、

ハード面では大きな問題は少なくなっている。また、高温になることは窒素酸

化物の生成にも寄与する。一方では、高発熱量故に積極的にごみ発電に利用す

るという考え方が出てきた。 

２）含有有害物質 

プラスチックに含まれる重金属（カドミウム、鉛、亜鉛、銅、クロム等が安 

定剤、着色剤に含まれる）が比較的低沸点化合物で存在もしくは燃焼過程でそ 

れに変化し、大気中に排出され、周辺環境に影響を与える可能性がある。 

３）塩素系プラスチック 

  塩化ビニル、塩化ビニリデンなどの多量の塩素を含むプラスチックは焼却過

程で塩化水素を発生し、炉の損傷や周辺環境に影響を与える可能性がある。 

４）ダイオキシン類の発生寄与 

ダイオキシン類の発生にはプラスチック類の寄与が高いと住民などからは

一般的に信じられている（塩素系プラスチックの塩素の寄与、炉内の部分的な
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酸素不足、焼却設備のある温度領域おけるダイオキシン類の生成等）。しかし、

国を挙げての削減努力により、廃棄物処理の分野では焼却施設の構造的改善、

運転管理の改善、排ガス処理の高度化により、平成 24 年度のダイオキシン類の

排出総量は平成９年度比較で２％未満まで低減されている１ ）。特に排ガス処理

施設では、高性能なバグフィルターの導入により、ダイオキシン類だけでなく

重金属を含むばいじんや塩化水素の除去率も高くなっている。その結果飛灰の

有害性は高まり、その管理を十分に行う必要があり、費用も増加する。 

５）プラスチックごみの多様性によるリサイクルの困難性 

  都市ごみ中のプラスチックごみはきわめて多様であり、複合材も使われてお

り、特に材料リサイクルでは均質性が求められる製品への再利用には大きな手

間がかかり、限られた製品への利用にとどまっている。モノマー化や同じ製品

に再利用できる水平リサイクルにはさらなる技術開発や関連法令の整備が必

要である。また、プラスチックごみは排出の段階で、リサイクルを困難にする

多種多様な物質が付着しており、それを極力取り除く必要がある。 

６） 終処分場への影響 

  上記の焼却処理における問題を避けるため、プラスチックごみを燃焼不適物

として直接 終処分する地方自治体もある。その場合、プラスチックごみの嵩

比重が低いため、処分場を早く消費する、地盤を不安定にし跡地利用を困難に

する、プラスチックごみや付着物が周辺環境に影響を与える恐れがある（飛散、

水質汚濁、悪臭等）などの問題がある。特に 終処分場の不足は全国的な問題

となっており、プラスチックごみは「埋立不適物」であると呼ばれるようにな

り、例えば東京都では 2008 年ごろからプラスチックごみを従来の不燃ごみ（燃

焼不適物）から可燃ごみに変更し、焼却処理を行うようになった（一部の区で

はプラスチック容器包装は別途分別）。また、地方自治体によっては減容機を導

入し、機械的にプラスチックごみを圧縮し 終処分しているところもある。 

２．ごみ発電の状況と課題 

２．１ ごみ発電の状況 

（１）ごみ発電施設 

  我が国では、ごみ処理は市町村の固有の事務であり、また衛生上ごみを短時

間で安定化する方法が早くから採られたため、焼却処理施設が極めて多い。

しかし、そのため、大規模化が進まず、発電している施設は全体の 26.7％で

ある。また、ごみ処理能力ベースでは 61.3％、総発電量は 77 億 kWh、226 万

世帯分の消費電力に相当する。また、発電効率は 11.92％であり、排熱も十分

に回収利用されていない１ ）。  

（２）国のごみ発電促進策 

  廃棄物行政の重点施策として「焼却時に効率的な発電を実施し、回収エネル
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ギー量を確保する」、その目標として「期間中に整備されたごみ焼却施設の発

電効率の平均値を 16％から 21％に向上させる」、また、「ごみ焼却施設の総発

電能力の目標値を平成 24 年度に 2500MW」とする、を掲げている。そのため

に、①先進的モデル（災害時に災害廃棄物を受け入れる高効率エネルギー回

収施設、生ごみバイオマス化施設）、②ＣＯ２削減率 20％以上の基幹的設備改

良等条件の施設、には対象事業費の１／２を交付する。 

（３）メーカの高効率化発電対策 

  焼却炉プラントメーカでは、ごみ発電効率を上げる対策として、表-１に示

すような対策を検討している。 

            表-１ 高効率発電化の対策２ ）  

 

（４）施設大規模化のための広域化施策 

  国はダイオキシン対策のため、ごみ処理の広域化を推進し、1 施設が 300t/日

以上になるよう指導してきている。廃棄物焼却研究部会が広域化による発電量

増加の効果を試算（平成 22 年第 21 回学会誌 Vol. 21No.6(2010)参照）したと

ころ、近畿地方をモデルに 177 施設を 56 施設に統合した場合では、発電量 28%

増加、ＣＯ２削減量 28%増加、コスト 21％低減との結果を得た。また、(一社)日

本環境衛生センターが立ち上げた「今後のごみ発電のあり方研究会」では、ご

み発電の地産地消、低炭素化をめざし、複数の施設の発電電力を自治体の枠を

超えて安定的に有効活用することを目的とした「電力融通ネットワーク」を提

案している３ ）。  
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２．２ ごみ発電、熱回収の課題 

（１）施設の発電効率が低い 

  欧米に比べ、日本のごみ発電効率は低い。その原因はごみの発熱量が低いこ

とであると言われていたが、現在では紙類やプラスチックの混入率が高くなっ

てきており、2400kcal/kg を超えてきている。したがって、欧米と比べ発電効

率が低い原因は、ボイラー伝熱管の腐食等防止のため、発電施設のタービン入

口の蒸気圧、温度を低く抑えてきた（2ＭＰａ、300°Ｃ）ためであろう（この

問題は、我が国のごみ発電初期から顕在化し、そのため重要な条件となってし

まった）。欧米では５ＭＰa 以上、400°Ｃ～500°Ｃである。また、欧米の復水

器の多くは水冷式なので発電効率が 25％以上は珍しくない。 近では、我が国

でも入口蒸気が 4ＭＰa、400°Ｃの施設もあり、発電効率 20％以上の施設は平

成 22 年度では 16 施設となっている。それでも、１工場当たりの発電出力は、

ドイツ、米国の 1/4～1/3 となっている。 

  一方、ごみの持つエネルギー利用をごみ発電だけでなく熱利用についても見

ると、欧米は寒冷地なので地域暖房や融雪等に積極的に使える期間が多く、ド

イツでは発電と熱利用を合わせた熱回収率を 75％以上にしなければならない、

との規制もあるようである。一方、我が国は北海道を除くと比較的温暖で、熱

の需要が少ないことが利用のネックとなっている。また、技術的に蓄熱が難し

い問題もある。現在では、複数の会社が、熱容量が大きく運搬可能なカートリ

ッジ式蓄熱器を開発し、それに蓄熱した熱を利用地まで輸送するシステムを開

発している。 

（２）ごみ発電と社会・経済システム 

  上記の技術的違いもあるが、下記のような社会・経済システムの違いも発電

効率の差に大きく影響している。 

 ①我が国の清掃事業は市町村の固有の事務であり、人口規模により小さな施設

が多く発電できない、発電ができても発電効率が低い施設が非常に多い。 

 ②我が国のごみ処理という公衆衛生設備としての位置付けが主であり、発電量

を高め売電収入を得ることは従属的な事項である。 

 ③我が国の電力会社は清掃工場の発電電力の質を低く見積もり、以前は５円/

ｋＷｈ程度で買っており、ごみ発電量を増やす大きな動機とはならなかった

(現在はＦＩＴ制度でバイオマス発電の位置付けで 17 円/ｋＷｈで買い取る

ようになったが、プラスチックごみはバイオマスとは認められず、その分は

差し引いて買電)。 

 ④米国ではごみ焼却の多くは民営であり、発電し売電することはビジネス上重

要である。ドイツではごみ焼却・発電は独立採算制の第３セクター方式とな

っている。 
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  ④の事項は、地方自治体の財政負担を改善し、効率化を図るため、ごみ発電 

などには、民間が参画するＰＰＰ、ＰＦＩ事業として行うほうが良い（ビジネ 

スとして行うほうが良い）との意見の根幹となっていると考えられる。しかし、 

この方式を導入した地方自治体においては、応募した目的会社等の無理な低価 

格入札や、安定したごみ発電に適さない装置提案の採用などにより、困窮して 

いる事例も聞いており、この方式の導入や目的会社等の選定には十分な検討が 

必要である。 

（３）ごみ焼却施設への地域住民の忌避 

  ごみ焼却炉は、大気汚染物質の排出やごみ収集車の集中などの問題から、歴

史的に地域住民、特に施設建設予定地住民からは建設反対を受け、その問題は

技術の発展により多少は減少したといえども「welcome」の状況ではない。建設

の同意を得るためには多大な努力が必要である（ごみが集中する広域化処理で

はなおさら大変である）。 

（４）ごみ発電コストの問題 

  ごみ発電を行うためには、当然建設費、消費電力（発電はするが消費電力も

増える）、人件費（高度技術者も含む）、点検補修費もかかる。廃棄物焼却部会

が行った 300t/日の施設規模で発電を行わない水噴射施設と発電効率 17.5％で

年間 36ＧＷｈの発電を行った場合のコスト試算では、20 年間稼働で 9951 百万

円、１kＷｈ当たり 13.8 円のコストがかかる結果となった４ ）。売電価格の約 17

円/kＷｈより若干安いコストとなっている。 

（５）地球温暖化防止への寄与 

  ごみ発電の経済的メリットのよりどころは、ごみ発電がＦＩＴ制度でプラス

チックごみを除いた部分がバイオマス発電のジャンルに入ることである。ごみ

に含まれる紙類、厨芥、草木類が自然界でＣＯ ２ を吸収する再生可能な物質で

あり、現在ごみ発電されている年間 77 億 kWh 分のエネルギーを化石燃料の燃

焼により得るよりＣＯ ２ の発生抑制につながる、また、除外はされてはいるが

プラスチックごみをごみ発電に利用することは焼却処理だけを行う場合と比

較すれば、発電分のエネルギー削減とＣＯ2 削減に寄与することになる、という

理由である。リサイクルした場合との比較は、後に述べるプラスチックのリサ

イクルとごみ発電のＣＯ２の発生量削減効果の比較が評価の参考となる。   

３．リサイクルの状況と課題 

（１）ペットボトル 

  ペットボトルのリサイクルは平成 9 年 4 月から容器包装リサイクル法（以下、

容リ法）に基づく市町村による分別収集が開始されて以降、回収量は年々増加

し、平成 24 年度では市町村による収集率は 51.3％である。また、ＰＥＴボト

ルリサイクル推進協議会により調査された市町村以外のスーパー等の事業者
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により回収された量を加えると、90.4％となっている。分別収集を実施した市

町村は平成 24 度には 1696 となっており、これは全体の 97.4％になっている

１ ）。  

  ペットボトルはリサイクル事業者によりフレーク・ペレットに加工され（こ

こまでがリサイクル事業者の再商品化）その利用業者に売却される。利用業者

はさらに繊維製品、シート製品、成型製品に加工し市場に戻ってくる。しかし、

中国などではフレーク・ペレットの需要が高く、再商品化後半分以上が中国に

輸出されている。容リ法のルールでは地方自治体が分別収集したものを指定法

人がリサイクル業者へ入札を行い、リサイクル業者は再商品化する費用を勘案

して逆有償（指定法人がお金を支払う）で入札するが、中国などへの輸出価格

が高いため平成 18 年からは有償で入札している。地方自治体によっては指定

法人ルートではなく独自処理業者に有償で引き渡している場合もある。本来は

国内でリサイクルすることが基本の法令であるが、国外に流出していることは

大きな問題となっている。このような問題を抱えるペットボトルではあるが、

分別が容易、再商品化し易く、水平リサイクルの可能性も高いので、ここでは

特にごみ発電に利用することは考えていない。 

（２）プラスチック製容器包装 

  プラスチック製容器包装ごみ（以下、その他プラ）は平成 12 年から容リ法に

基づき市町村により分別収集が始まった。平成 24 年度の分別収集実績は 72.7

万 t であり、分別収集量の増加が進んでいる。分別収集を実施した市町村は平

成 24 度には 1271 となっており、これは全体の 73％になっている１ ）。図-１に

示す再商品化の流れを見ると、指定法人引取り量は 65.1 万 t、この内材料リサ

イクルは 33.4 万 t、ケミカルリサイクルは 31.7 万 t 行われている。再商品化

の過程で排出される残渣は固形燃料化、セメント原燃料化、焼却エネルギー回

収がされているが、その量は市町村分別収集量の約 40％にもなっている。材料

リサイクルの用途は、再生樹脂、パレット、土木建築用資材、園芸農業用資材

等で多くが成型加工品である。ケミカルリサイクルの用途は、コークス炉化学

原料、合成ガス、高炉還元剤である。 

（３）容器包装リサイクル法の課題 

  法令の対象がその他プラに拡大されて約 15 年経過し、上記のようにかなり

のプラスチックごみが法で定められたルールで再商品化されているが、当初か

ら主に下記のような多くの問題が指摘されている。 

１）地方自治体の負担が大きすぎる 

  一般にリサイクル費用の７割が収集運搬・前処理・保管のものであるが、法 

令ではその分は地方自治体の負担となっており、リサイクル貧乏という言葉に

代表されるように、自治体財政の大きな負担となっている。 
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    図-１ プラスチック製容器包装の再商品化状況（出典：容り協ＨＰ） 

２）拡大生産者責任になっていない 

  この法令の基本理念は、製品の廃棄・リサイクルの費用は製造事業者や使用

事業者が払うべき、という「拡大生産者責任（ＥＰＲ）」であったが、実際の事

業者の負担は３割に過ぎない。 

３）ごみ発生抑制になっていない 

  プラスチック容器等の製造・利用事業者の負担が約 3 割であるため、製造者

等が真剣に製造段階でプラスチック容器等を減らしたり、リターナブル容器の

利用を増やす等の努力をする動機付けにならない。また、消費者も 7 割が税金

であるため、ごみ減量化を進める動機付けにならない。特にペットボトルは法

律の施行以来、リサイクルされるので問題がない、という意識になり、利便性

による利用拡大も伴い、急激に増えている。 

４）消費者の分別方法がわかりにくい 

  材質が異なるが見かけ上は類似していること、さらに法令対象外である容器

包装材以外のプラスチック類（プラスチック製品、サービスに付随するプラス

チック）は別であることが理解できない等により、肝心の市民が分別排出にお

いて戸惑い、質の高い分別の障害になっている。 

  以上のように法令に付随する問題は多く、法令の見直しは定期的に行うこと

が定められているが、利害が相反する関係者の対立が大きく、なかなか改善し

ない。 

５）リサイクルすることにより消費するエネルギー、費用が増大する 

 その他プラをリサイクルすることにより、かえって消費エネルギーや費用が

増大すると主張する人がおり、リサイクルが本格化した以降、その点の議論が
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継続的に行われている。これらの点については後述する。 

（４）リサイクルに必要なエネルギー及びＣＯ２削減効果 

 (財 )日本容器包装リサイクル協会ではその他プラの代表的なリサイクル手法 

とごみ発電の場合の消費エネルギー（節約エネルギー）比較を平成 19 年にし

ているが、その結果を図-２に示す。この結果、材料リサイクルではごみ発電と

同等のエネルギーが必要であるが、ケミカルリサイクル、ＲＰＦ化ではごみ発

電よりも消費エネルギーが少ない結果となっている。ＣＯ ２削減効果について

は、平成 23 年に環境省の容器包装リサイクルに伴う環境負荷等調査検討委員

会でＬＣＡ手法を使い試算を行った結果が公表されている。その結果を図-３

に示す。いずれの再商品化の場合も、ごみ発電と比較するとＣＯ２削減効果は

大きい。さらに、報告書では分別収集の回数増加及び輸送工程の変化に伴いＣ

Ｏ ２削減量の低下、市民がその他プラを排出する前に洗浄する行為に付随する

ＣＯ ２削減効果の低下についても試算しているが、その結果、分別収集増加・

輸送工程の変化や、お湯で洗浄する以外の洗浄による削減効果の減少はわずか

であると試算している。 

 

 

図-２ リサイクルとごみ発電の必要エネルギー比較５ ）  
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    図-３ 各商品化手法におけるＣＯ２削減効果（ごみ 1ｔ当たり）６ ）  

(容器包装プラスチックを単純焼却した場合と比較したＣＯ２削減効果表示) 

（５）リサイクルに必要な費用 

 容器包装リサイクル法では、リサイクルするプラスチックごみの収集運搬・ 

前処理・保管費用は地方自治体が支払っており、また再商品化（この負担は容 

器包装材製造・使用企業）の費用もかかっている。これらの費用に関するデー 

タについては工学院大学が代表をしている「プラスチックごみの処理を考える 

研究会」の中間報告書の下記のデータを参考とする５ ）。  

●その他プラのリサイクルにかかる費用（平成 20 年～21 年） 

①自治体収集・処理等費用：39 円～60 円／kg（極端な値は除いている） 

 ②再商品化費用：63 円／kg  ①＋②合計：102 円～123 円／kg 

  ③可燃ごみの収集処理費用（参考値）：31 円～43 円／kg 

また、その他プラ等の再商品化費用とごみ発電費用の比較を図-４に示す。 

４．プラスチックごみのごみ発電への積極利用に関する考察 

（１）プラスチックごみの取扱いに関する主な論点 

  プラスチックごみの抱える問題、ごみ発電の状況と課題及びリサイクルの状

況と課題の認識に基づき、本題のプラスチックごみをごみ発電に積極的に活用 

すべきか、積極的にリサイクルすべきか、について考察を行う。 

このテーマについては現在まで、多くの研究者や市民団体が発言をし、数多

くのセミナー・討論会が開催されているが、主な論点としては、次の事項があ

げられる。 
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図-４ リサイクルとごみ発電の費用比較７ ）  

 

①焼却・ごみ発電では、環境への負荷が高くなる恐れがあり、また発電効率を

上げるためには大きな施設規模が必要となり環境負荷が増加するので、それ

を積極的に推進することには反対である。 

②我が国では、平成 12 年に「循環型社会形成基本法」が制定され、廃棄物に関

して、発生抑制＞再使用＞再生利用＞熱回収＞適正処分の優先順位を規定し

ている。ごみ発電（熱回収）は 4 番目の優先順位であるが、エネルギー消費

やコスト面でリサイクルよりも有利であるので積極的に推進すべきである。 

③循環型社会形成を推進するために必要な、発生抑制（使い捨て製品はできる

だけ買わない、使わない）、適正分別、適正排出等を行うのは国民である。し

かし、そのために市民が不便を感じたり、過大な努力を求めれば国民の協力

を得ることができない。 

（２）プラスチックごみのごみ発電、リサイクル活用の評価項目 

  ごみ発電に利用すべきかリサイクルに利用すべきかの比較検討については、

現在得られた情報から私なりの概略評価を試み、論点についても考察を行う。

なお、実際の評価はごみ処理計画を策定する各地方自治体が、地域の将来像、

地域特性、住民の意見等を勘案して決めるべきであると考えている。ここでは

評価項目の参考として、下記のような大項目、サブ項目を挙げてみた。 
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１．環境保全面 

  ①ごみ集積所周辺 

  ②中間処理（ごみ発電）施設周辺 

  ③ 終処分場周辺 

  ④地球環境の保全 

  ⑤天然資源の保全 

 ２．技術的側面 

  ①装置の安定性 

  ②維持管理の安定性 

  ③生産物の品質（電気、再生製品） 

 ３．経済性 

  ①収集経費 

  ②施設建設費 

  ③維持管理費 

  ④財政効率 

 ４．社会システム面 

  ①市民生活の利便性 

  ②市民協力 

  ③ライフスタイルの改善 

  ④地域特性との調和 

  ⑤計画実施の住民合意 

  ⑥排出抑制への効果 

  ⑦拡大生産者責任の推進 

（３）評価項目ごとの評価と考察 

  ここでは、評価対象として、①プラスチックごみをごみ発電に積極的に利用

し、そのために、容リ法対象のその他プラを焼却する場合（ペットボトルは再

商品化）、②その他プラを現在行われている容リ法で定められた方法で再商品

化する、2 つのケースを比較検討する。 

１）環境保全面 

 ①ごみ集積所周辺：ごみのリサイクルを推進するためには、より細かい分別排

出が必要であるが、住民がそのルールから逸脱した行為をすると、ごみ集積

所の環境悪化やトラブルが発生する。 

 ②中間処理施設周辺：プラスチックを焼却すると、焼却施設からの大気汚染の

負荷、水質汚濁の負荷が高くなる。排ガス中有害物質濃度は防止設備による

除去により地方自治体等から発表されたデータでは特に高くはなっていな

いが、飛灰や汚泥中の濃度は物質収支面から考えると高くなると推定される。
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特に飛灰の取扱いには注意が必要である（ドイツでは地下に別途隔離保管）。 

 ③ 終処分場周辺：焼却施設から排出される重金属濃度やダイオキシン濃度の

高い飛灰を 終処分することになり、それに対応できる管理や、処分場に搬

入する車両からの飛散防止に注意する必要がある。 

 ④地球環境の保全については、その他プラをごみ発電に利用する場合とリサイ

クルを行う場合のＣＯ２削減の効果は図-３に示す通りである。その結果はリ

サイクルの方が削減効果が大きいことを示している。 

 ⑤天然資源の保全：ごみ発電を増やす場合には従来の発電所で使用する燃料分

が節約できる。その他プラを全てごみ発電した場合の発電量を試算する。試

算は現在容リ法システムで再商品化されている 65 万 t/年のその他プラ(発

熱量は 8000kcal/kg を仮定)を全量発電効率 15％及び 20％でごみ発電した場

合の年間発電量を計算した。 

  a.発電効率 15％の場合 

   8000kcal/kg×65 万 t/年×1000kg÷860kcal×0.15＝9 億 07 百万 kWh 

Ａ重油使用料：約 18 万 kl に相当（火力発所における年間消費量） 

    b.発電効率 20％の場合 

   8000kcal/kg×65 万 t/年×1000kg÷860kcal×0.20＝12 億 9 百万 kWh 

Ａ重油使用料：24 万 kl に相当（同上） 

  一方、リサイクルにおける消費エネルギーは、図-２に示すデータでは材料リ

サイクルでは同程度、ケミカルリサイクルではごみ発電よりはエネルギー消

費量が少ない結果となっている。また、プラスチックごみの再生利用製品の

製造を石油等の天然資源からの製造よりは、資源の保全に寄与すると考えら

れる。しかし、これらの試算等から天然資源の保全の面でどちらが有利であ

るのか、という事への結論は出せず、もう少し詳細な検討が必要である。 

２)技術的側面 

 ①装置の安定性・維持管理の安定性：装置の安定性や維持管理については、焼

却炉メーカの 近の報告では、プラスチックが多少増加しても、高温焼却に

は十分に耐久性があり、炉材を極端に消耗させ、維持管理費を増加させるよ

うなことはないようである。ただし、塩素を多量に含むプラスチックごみに

ついては留意する必要がある。また、焼却炉の一部の方式については、運転

トラブル例が報告されている。プラスチックごみを再生利用するための装置

の情報は少ないが、再生品の製造に求められる品質を確保するための装置の

安定性や維持管理については留意する必要がある。 

 ②生産物の品質：ごみ発電の場合には、品質という意味は発電効率と安定発電

についてであるが、まだ改良の余地がある。再生品については、プラスチッ

クの性質上、特に材料リサイクルについては利用範囲や使用寿命が限定的で

59



13 
 

ある。 

３）経済性 

 ①収集経費：収集経費は、分別収集の回収頻度に大きな影響を受けるが、ごみ

発電にその他プラ利用する場合は可燃ごみとしてまとめて収集するので、収

集経費はその他プラを別途分別して回収するよりは多少経費の節約になり

そうである。 

 ②施設建設費：その他ごみをごみ発電に利用する場合には、高カロリーごみの

焼却量の増大により、焼却炉、発電設備の建設費は高くなると推定される。

一方、容リ法によりリサイクルする場合には、地方自治体がその他プラをリ

サイクル業者が引き取れる品質に前処理し、ベール化し、保管するに必要な

施設建設に費用がかかる。残念ながら、この両者を比較できる有用なデータ

は入手できなかった。 

 ③維持管理費：上記の 2 つのケースの比較となるが、これも比較できるデータ

を入手できなかった（予測では、リサイクルの方が追加的にコストがかかる)。 

 ④財政効率：ごみ発電については発電効率が良ければ、２．２（４）で述べた

ように、売電収入により財政状況が改善する可能性がある。一方、その他プ

ラをリサイクルする場合には、３．（５）で述べたように地方自治体が収集運

搬・前処理・保管費用を負担しており、大きな財政負担となっている。  ま

た、再商品化の費用もかかる。別の観点で財政効率の改善をめざし、ごみ処

理・ごみ発電をＰＰＰ、ＰＦＩ方式で行う地方自治体も増えてきているが、

２．２（２）で述べたように導入には十分な検討が必要である。また、今後、

施設規模を大きくして発電効率を高めたり、自治体間で財政面での補完を行

うために広域処理が増える可能性があるが、ごみが集中することに対する住

民の心配には丁寧に説明する必要がある。 

   また、評価のベースとなるコストであるが、環境問題や資源問題において

は対象事象以外の社会・経済システム及び将来と関連しており（いわゆる外

部不経済や次世代への不経済の継承）、それらを考慮していない現在コスト

（現在の対象事業の範囲と経済システムを前提にして現在価値のみで評価

したコスト）の考え方だけでは評価できないと考えられる。 

４）社会システム面 

 ①市民生活の利便性、市民協力：市民は住んでいる地方自治体のごみ分別ルー

ルに従って、分別排出を行っているが、多様なその他プラの分別は負担であ

り、さらに分別の種類が多く過度の分別精度が要求されると、市民の協力度

が下がり、求められる分別の効果が薄れる可能性がある。しかし、私が現在

住んでいる自治体ではその他プラを分別回収しているが、その程度の分別で

は大きな負担は感じられない。 
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 ②ライフスタイルの改善、排出抑制への影響：我が国では循環型社会を構築す

ることをめざし、平成 12 年に「循環型社会形成基本法」が制定され、廃棄物

に関して発生抑制＞再使用＞再生利用＞熱回収＞適正処分の優先順位を規

定している。この法律は国民のライフスタイルを大量生産、大量消費、大量

廃棄から「小」に変更することも目指している。ごみ発電（熱回収）は 4 番

目の優先順位であるが、これが消費エネルギーやコストなどの比較で有利で

あると積極的に推進すれば、「ごみをどんどん焼却処理し、電気を生産すれば

よい」という認識となり、大量生産、大量消費、大量廃棄が是正されず、発

生抑制という 優先の事項の達成に逆行する。 

 ③地域特性との調和、計画実施の住民合意：現在の法律では、一般廃棄物の処

理は地方自治体の固有の事務であることから、各自治体の状況に即したごみ

処理計画が策定されている。計画の基本方針については、例えば大都市であ

っても東京都 23 区ではその他プラを「埋立不適物」として焼却処理する方向

にあるが、名古屋市では再商品化を進めている。さいたま市では汚れたその

他プラは焼却処理している。また、中小都市ではかなり多様で工夫を凝らし

た計画がある。こうした中で「その他プラをごみ発電に積極的に利用する」

考えを画一的に進めることは、地域特性や住民のライフスタイルの考え方に

調和しない場合も生じる。 

 ④拡大生産者責任の推進：循環型社会の形成を進めるためには、排出された廃

棄物への対応だけでなく、使用資源の低減、環境負荷の低減、再使用・再生

利用の容易化を目指した製品の設計、生産を行う動脈側の生産者、容器使用

者の努力が必要であるが、その動機付けを失う可能性がある。 

５．まとめ 

 今回は、その他プラを①積極的に焼却・ごみ発電に活用する、②容リ法のルー

ルで再商品化する、の 2 つのケースについて、比較検討を行った。その結果、二

者択一的にどちらかを選ぶことはできず、下記のような結論となった。 

①その他プラスチックをごみ発電に利用することは、石油の消費量を削減し、そ

の他プラスチックを再商品化するコストがかからないので、ごみ発電を効率的

に行える規模の都市では発生抑制への影響、地域住民の望む安全・安心、ライ

フスタイルの点も十分に検討し進めれば、その方法に対して特に反対するもの

ではない。しかし、前述したようにコストについては現在価値だけで評価でき

ない面がある。また、ごみ発電を進めるためには、施設の発電効率が高く排熱

エネルギーもコジェネレーション等の技術を導入して効率的に利用できる施

設、まちづくりと一体となった価値の高い施設（ 近は災害時の拠点にできる

施設も求められている）として活用するが望まれる。 

②重要な点は、ごみ処理コストという社会コスト全体を引き下げ、環境負荷を低

61



15 
 

減するには、やはり時間がかかってもごみの発生抑制を進めることが必要であ

る。このためには国全体でごみ発電に活用するという方法はプラスチック容器

包装の大量生産、大量消費、大量廃棄に拍車をかけることになるのではないか、

と危惧している。また、現在のプラスチック再生利用技術では、価値ある再生

品の製造や水平リサイクルの拡大は難しいので、さらにリサイクル技術を向上

させる努力は必要である。ごみ発電を一方的に推進することは、こうした技術

開発の芽を摘み取る結果になるとも思われる。また、我が国では「もったいな

い」との価値観があり、先進国の中では一人当たりの家庭ごみ排出量が少ない

国である。この価値観の維持は重要であり、この点でもその他プラを画一的に

ごみ発電に利用することには反対である。 

③当廃棄物計画部会では各地方自治体のごみ処理計画のあり方を検討することが

重要な使命である。地方自治体が計画策定する場合には、自治体の規模、財政、

社会・産業構造に適したローカルエネルギー利用、循環型社会に合致したまち

づくり計画とも関連して策定することが重要である。ごみ処理計画の策定にお

いては、地域特性や住民の意向を反映した多様性が重要であると考えている。 

④今回の検討で得た情報から多くの付帯的な事項の重要性も見えてきた。例えば

現行の容リ法で問題になっている「拡大生産者責任」の問題、ペットボトルの

中国への大量輸出の問題、ＣＯ 2 削減の効果が大きいケミカルリサイクル量の

拡大、についてさらなる検討が必要である。また、ごみ処理の広域化をさらに

推進する意見や、民営化を進める意見もあるが、これこそは地域特有の問題で、

一般論として検討し、画一的な結論を出す事項ではないと思われる。 

参考資料 

１）「環境白書(平成 26 年版)」、環境省（2014）  

２）角田芳忠：「高効率廃棄物発電の現状と今後の展望について」、平成 22 年度日

本環境効率フォーラム秋季セミナー資料（2010）  

３）「今後のごみ発電のあり方について」、(一社)日本環境衛生センター今後のご

み発電のあり方研究会（2014）  

４）「ごみ焼却発電への期待」、廃棄物資源循環学会廃棄物焼却研究部会資料 

５）「プラスチックごみの処理方法を考える研究会中間報告書」、(代表)工学院大

学環境エネルギー化学科稲葉敦（2011）  

６）「プラスチック製容器包装の再商品化に伴う環境負荷の削減効果について」、

環 境 省 容 器 包 装 リ ユ ー ス ・ リ サ イ ク ル に 伴 う 環 境 負 荷 等 調 査 検 討 委 員 会

（2011）  

７）阪口修：「プラスチックリサイクルの動向」、廃棄物資源循環学会廃棄物計画

部会話題提供資料（2014）  

62



 

３．研究報告 

３．１ 第６回研究会「一般廃棄物処理施設建設に至るまでの合意形成」 

 武蔵野市環境部 ごみ総合対策課 中川和郎  
 
はじめに 

一般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。用地

選定の選定段階から住民参加を進めることにより一般廃棄物処理施設の建設に至

った事例は、今でこそ、一般的に行われることが多くなったが、昭和時代の 1988
年（昭和 63 年）頃までは少なかった。  

そこで、本稿では、武蔵野クリーンセンターの事例を取り上げ、住民生活に密

着した対応が求められる一般廃棄物処理施設の建設過程において、住民参加とは

何かを考え、合意形成の意義について論じてみたい。  
 
１．武蔵野クリーンセンターの建設までに至る背景・経緯 

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

生組合）を設立し、三鷹市にバッチ方式の清掃工場（ふじみ焼却場）が竣工した。

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、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側の住民から騒音、

悪臭、ばい煙など、環境全般についての陳情が出された。さらに 1971 年（昭和

46 年）２月と 1973 年（昭和 48 年）５月の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。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一般廃棄物処理施

設を建設していくことについて求めてきた。これをきっかけに、当時の武蔵野市

の後藤喜八郎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。武蔵野市側は一般廃棄物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処理施設建設に取

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
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52 年）に第１回ごみ問題市民集会が開催され、一般廃棄物処理施設を早期に建設

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。 
武蔵野三鷹地区保健衛生組合は、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。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。  
 
２．建設決定までの過程 

1974 年（昭和 54 年）７月に、後藤氏の後を引き継いだ藤元政信市長は、従来

から同市に設置されている清掃対策市民委員会に新委員会発足のための要綱案

「どんな市民参加がよいか」を議論するよう、その原案づくりを諮問した。  
当時、清掃対策市民委員会は三期にわたって活動を行っており、新たな市民参

加の場としての土台を構築していた。第一期（1973 年３月から 1975 年３まで）

では焼却場建設事業の推進及びごみ減量化運動を推進し、第二期（1975 年４月か

ら 1978 年８月まで）ではふじみ焼却場周辺住民のごみ搬入阻止を緩和するため

にごみの減量と分別収集方式を提案していた。  
諮問を受けた清掃対策市民委員会はその後、精力的に作業を続け、1979 年（昭

和 54 年）８月には、市民参加の用地選定作業を実現するための中間報告をした。

その主な骨子は、①クリーンセンター建設特別市民委員会を新設し、市長が一旦
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決めた市営プール地案は凍結する。②用地の候補地は、市営プール地の他、市営

総合グラウンド、都立小金井公園、都立武蔵野中央公園の４つの候補地（公有地）

とする。③クリーンセンター建設特別市民委員会委員は４つの候補地の周辺住民

代表、一般市民代表、及び専門家・学識経験者の計 35 名とする。④クリーンセン

ター建設特別市民委員会は用地選定の他、処理施設、環境保全、地元還元施設な

どを検討し、市長に提言する。⑤結論を出すために採決もあり得る。⑥会期は 1980
年（昭和 55 年）９月 30 日までとし、結論が出ないときには市営プール地案の凍

結を解除するというものであった。  
この委員会は公開を原則とし、市報などを通じて広く市民に伝達すると明示し

ている。具体的な委員構成は、①候補地周辺住民 12 名、②一般市民 12 名、③専

門家 11 名であった。さらに、委員会の提言提出期限を 1980 年（昭和 55 年）９

月 30 日と定めているが、これは三鷹市長との約束があったためである。  
委員会では、市営プールに近い地域に住む委員の発言が目立った。その中で、

三鷹市との焼却施設建設の約束をめぐる不透明部分、プール地選定に至るまでの

行政対応の立ち遅れや不当性、あるいは住民統制が及びにくい一部事務組合の問

題に言及するとともに、情報の提供ないし公開を求めるものであった。そして、

委員会の開会は 26 回に及んだ。  
1980 年（昭和 55 年）９月 29 日の第 26 回目で、是が非でも結論を出そうとい

う 後の日を迎えた。白熱した審議は午後１時から翌朝未明の午前３時頃までの

約 14 時間に及んだ。この委員会では多数決を採らないことを貫いたため、合意

形成に時間を要すことになった。その結果、市営プール地を不適当とし、市営総

合グラウンドが土地取得上の条件、面積、環境への影響などの面から、候補地と

することは不可能ではないとの苦渋に満ちた提言になった。  
委員会の答申を受けて、藤元市長は答申に沿って建設用地を決意し、その後の

市議会廃棄物対策特別委員会で市長報告が了承され、1980 年（昭和 55 年）12 月

15 日の市議会も圧倒的多数で了承したため、市営総合グラウンド案が市によって

正式決定された。そして、三鷹市との一般廃棄物処理施設の約束期限もあり、年

が明けて 1981 年（昭和 56 年）１月末、市の都市計画審議会は、市営総合グラン

ド案の用地への建設を全会一致で承認し、同年２月中旬に東京都を経由して国庫

補助金申請の要求書を厚生省に提出した。厚生省からは、市議会の了承を得たう

えで住民の同意書を 1981 年（昭和 56 年）３月９日までの提出期限を設定した。

そこで、３月の市議会第一回定例会の冒頭で市長がその旨を報告し、併せて、３

月９日までの国庫補助金申請に間に合わせるため、地元三団体の各戸に建設を求

めるための説得を続けた。三団体のうち二団体の合意を取り付けたが、残りの一

団体に対しても交渉を続けたものの、３月９日までには賛成に至らなかった。市

はやむなく東京都を通じて国庫補助金申請を厚生省に提出した。それから約２ヶ
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月後に、東京都都市計画地方審議会は市営グラウンド内の当該地を「ごみ処理施

設建設用地」として都市計画決定を行ったため、クリーンセンター建設は、正式

にスタートを切ることになった。  
1981 年（昭和 56 年）10 月にクリーンセンター・まちづくり委員会が発足し

た。委員会の要綱前文に「武蔵野市は住民、専門家、職員の参加する協働委員会

を設置する」と住民と行政とのパートナーシップについて明記している。委員構

成は、①市営グランド周辺住民代表９名、②住民が推進する関係専門家５名、③

行政関係３名であった。実際に、委員の行政関係に現役の清掃課職員１名がいて、

従来の委員会委員と比較すると異例であった。  
この委員会で検討する内容は、環境影響評価、建設仕様書（設備内容、施設全

体のレイアウト、建物の外観、煙突の高さなど）、塩化水素ガスなどの排ガス排出

基準、周辺土地利用（緑地の配置など）、操業協定書、運営協議会設置など施設に

関するあらゆる重要事項について協議した。  
市民参加で大議論の末、周辺住民の理解と苦渋の選択で、1982 年（昭和 57 年）

２月から建設が開始された武蔵野クリーンセンターは、1984 年（昭和 59 年）５

月に完了した。その後の試運転を経て 1984 年（昭和 59 年）10 月に竣工し、本

格稼働した。  
武蔵野クリーンセンターは、焼却施設と不燃・粗大ごみの処理施設を併設して

いる。焼却施設の機種は、ストーカ炉（195t／日（65t／日×３炉））方式の全連

続焼却炉が設置された。不燃・粗大ごみの処理施設は、模型せん断式破砕機を設

置し、自動で金属類と不燃ごみを選別する仕組みであった。  
煙突については議論の末、高さを 59m に抑え、色は白い空に溶け込む緑をイメ

ージしたデザインになった。緑に囲まれた施設と大小合わせて 7,000 本の木々が

植栽された。武蔵野クリーンセンターは、ごみを燃やした熱を蒸気にして、市役

所庁舎、総合体育館、第四中学校のプールに送り、給湯や冷暖房、温水プールに

活用している。  
なお、市政についてであるが、1983 年（昭和 58 年）４月より市長は、土屋正

忠氏が就任している。  
 

３．クリーンセンター運営協議会の役割 

クリーンセンターまちづくり委員会が検討した中で、クリーンセンター運営協

議会は、緑町三丁目会も含めて３団体が揃ってから発足することが望ましいと結

論づけた。こうして、1984 年（昭和 58 年）９月には、反対していた緑町三丁目

町会と武蔵野市は相互理解が成立し、同年 12 月にクリーンセンター運営協議会

が発足した。概要は、クリーンセンターの運営などに関する諸問題を協議すると

ともに、地域環境の整備、福祉の増進を図ることを目的としている。活動として
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は、①クリーンセンター運営状況の監視、②広報活動、③環境の整備、維持及び

福祉の増進、④その他、目的を達成するために必要な諸活動である。委員構成は、

住民側委員９名（吉祥寺北町五丁目町会３名、緑町三丁目町会３名、武蔵野緑町

団地自治会３名）、市側委員２名の計 11 名である。  
1987 年（昭和 62 年）12 月に市とクリーンセンター運営協議会との間にクリー

ンセンター操業に関する協定書が締結された。協定書には、①操業状況の情報公

開、②立入調査、苦情処理、ごみ減量と資源化などが盛り込まれ、周辺住民はも

とより市民のごみに対する意識向上のために明記された。  
クリーンセンター運営協議会は、住民を含めた体制でチェックし、これを続け

たことで信頼関係を継続している。なお、クリーンセンター運営協議会の運営費

として年間 120 万円ほど市の予算から出されている。そして、1984 年（昭和 59
年）10 月の発足から 2015 年（平成 27 年）５月までに 205 回にわたり協議を重

ねてきており、周辺住民が主体になって、施設運営のチェック機関として役割を

果たしている。  
 
４．新武蔵野クリーンセンターの建設へ 

武蔵野クリーンセンターが稼動し 30 年程度経過し、施設も老朽化してきたた

め、新クリーンセンターの建設計画を 2008 年（平成 20 年）６月に「（仮称）新

武蔵野クリーンセンター施設基本構想」としてまとめた。この基本構想に基づき、

より具体的な検討を進めるため、2008 年（平成 20 年）８月にクリーンセンター

建て替えの検討における第一段階である「（仮称）新武蔵野クリーンセンター施設

まちづくり検討委員会」が設置された。  
検討項目として新施設の整備用地を検討するために、どのような施設が建設さ

れるのかが検討されていなければならないという判断があり、武蔵野市内から排

出される廃棄物を処理するという総合的観点から、新施設のあり方について、建

て替えの必要性、運営協議会の役割、非焼却処理（生ごみ堆肥化など）の可能性

などが検討された。2009 年（平成 21 年）３月末に中間まとめを市長に提出し、

パブリックコメントを行い、同年６月に 終報告書が提出された。  
「（仮称）新武蔵野クリーンセンター施設まちづくり検討委員会」において提言

された、新クリーンセンター建設に向けた第一段階の道筋を真摯に受け止め、

終報告所の説明会などを通じて、多くの市民の意見を伺い、市の責任において、

2010 年（平成 21 年）９月に、今後の新施設計画について「市の基本的な考え方

（案）」をまとめた。その後、６回の説明会とパブリックコメントを通して市民の

意見を反映しつつ、基本計画の策定及び新施設と施設・周辺整備の素案づくりを

進めていくために、「市の基本的な考え方（案）」を編集し直し、方向性をまとめ

たものとして、2010 年（平成 21 年）12 月に「市の基本的な考え方」を策定した。  
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そして、新施設の基本仕様（施設規模、公害防止基準、処理設備、煙突の高さ、

発電効率等）、環境影響調査計画、概算事業費、事業手法（PFI 等導入可能性調査

からの考察）などについて、「市の基本的な考え方」をもとに有識者の知見を交え

ながら市民参加で検討するため、2011 年（平成 23 年）３月に新武蔵野クリーン

センター（仮称）施設基本計画策定委員会が設置された。１年余りの検討を経て、

施設基本計画提言を策定し、2012 年（平成 24 年）３月に市長へ答申した。  
また、「市の基本的な考え方」に基づき、新施設の備えるべき機能、周辺地域の

まちづくり等について必要な協議するとともに、周辺地域の住民の意見を反映す

るために 2010 年（平成 22 年）２月に新武蔵野クリーンセンター（仮称）施設・

周辺整備協議会を設置し、2011 年（平成 23 年）３月に市長へ提言を行った。  
さらに、新武蔵野クリーンセンター（仮称）施設基本計画策定委員会と新武蔵

野クリーンセンター（仮称）施設・周辺整備協議会が、お互いの連携を図りなが

ら検討を進められるように、2010 年（平成 22 年）６月から 2011 年（平成 23 年）

１月まで、３回の合同意見交換会を開催した。  
新武蔵野クリーンセンター（仮称）施設基本計画策定委員会及び新武蔵野クリ

ーンセンター（仮称）施設・周辺整備協議会の提言を受け、2011 年（平成 23 年）

５月に、市として「新武蔵野クリーンセンター（仮称）施設基本計画（案）」をま

とめた。その案について、パブリックコメント（市民意見）や説明会を通して幅

広く市民から意見を伺い、「新武蔵野クリーンセンター（仮称）施設基本計画」を

策定した。  
2010 年（平成 22 年）３月から 2011 年（平成 23 年）３月の間に設置されてい

た新武蔵野クリーンセンター（仮称）施設・周辺整備協議会に引き続き、第二期

新武蔵野クリーンセンター（仮称）施設・周辺整備協議会が 2011 年（平成 23 年）

９月に設置された。新施設の建築デザインや配置・動線について検討し、新武蔵

野クリーンセンター（仮称）事業者選定委員会が作成する要求水準書（案）を反

映させるとともに、環境啓発施設であるエコプラザ（仮称）の検討、地域・周辺

整備に向けたタウンウォッチングなどを実施し、2013 年（平成 25 年）３月に市

長へ報告書を提出した。  
「新武蔵野クリーンセンター（仮称）施設基本計画」に基づき、施設の設計、

施工、20 年間の運営を一体的に実施する DBO（デザイン・ビルト・オペレート）

方式の事業手法による「新武蔵野クリーンセンター（仮称）整備運営事業」の事

業者選定のための要求水準書を作成し、事業者選定基準を定めた。平成 24 年 10
月の入札公告後、事業者提案の審査を進め、 優秀提案者を選定し、市長へ報告

した。  
第二期新武蔵野クリーンセンター（仮称）施設・周辺整備協議会に引き続き、

第三期新武蔵野クリーンセンター（仮称）施設・周辺整備協議会が 2013 年（平
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成 25 年）８月に設置された。新施設の建築デザインに関する施設整備事業者か

らの提案を踏まえた具体的な協議や、これまでのエコプラザ（仮称）の検討を踏

まえた意見交換等を行っていった。  
新武蔵野クリーンセンター（仮称）整備運営事業は、新武蔵野クリーンセンタ

ー（仮称）の施設整備（設計業務、建設業務）と稼働開始後 20 年間の施設運営を

一体的に民間事業者に発注するもので、2013 年（平成 25 年）３月の事業者選定

委員会による審査結果報告（総合評価一般競争入札）に基づき落札事業者が決定

した。同事業における施設整備について、工事請負契約に関する議案が市議会で

審議され、議会の可決を受けて落札事業者と工事請負契約を締結した。なお、事

業者は代表企業が荏原環境プラント株式会社、構成企業が鹿島建設株式会社であ

る。建設費用は約 100 億円であり、ＤＶＯ方式 20 年契約で建設費を含めた費用

で約 200 億円である。  
2013 年（平成 25 年）７月、11 月に周辺地域４ヶ所で建設事業の説明会を開催

し、同年 11 月から準備工事を実施した。具体的には、アスベスト・不発弾調査、

建設用地内の洗車棟や計量棟等の解体・撤去、インフラ整備切り回し、樹木移植・

伐採等である。2014 年（平成 26 年）５月から本工事が開始され、同年 12 月に

地下掘削工事を終え、地下の躯体工事に入った。また、2015 年（平成 27 年）３

月に煙突改修工事が完了した。具体的には、炭素繊維シートによる耐震補強、外

壁塗装、アルミルーバーの設置を行った。外壁は武蔵野の雑木林をイメージした

外観とし、壁面緑化としている。新クリーンセンターの規模は、建物の高さを抑

え、ストーカ炉 120ｔ／日（60t／日×２炉）とした。  
新クリーンセンターは焼却量の削減を見込み、全連続焼却炉ストーカ炉 120ｔ

／日（60t／日×２炉）とした。併せて、臭気・騒音対策にも配慮し、収集車がご

みを搬入するプラットホームを地下１階とし、外部に臭気や騒音を出さないよう

にしている。また、施設内には、蒸気タービン発電機を設置した。蒸気タービン

発電機は高性能タービンと圧力差を利用して高効率発電を行う。１時間当たり

大 2,650KW を発電し、クリーンセンターだけではなく、市役所庁舎、総合体育

館、緑町コミュニセンターにも電力を供給できるようになる。そして、大地震な

どの災害時にも発電しエネルギー供給して、ごみ処理を継続することができる。 
なお、市政についてであるが、2005 年（平成 17 年）10 月より、市長は、邑上

守正氏が就任している。  
 
５．廃棄物処理施設建設における合意形成の意義 

このように、武蔵野市では一般廃棄物処理施設について、用地選定から建設に

至るまで市民参加方式で合意形成を諮った。用地選定の段階において、市営プー

ル地の場合は、住民参加が排除されたまま立地選定されたのに対し、市営総合グ
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ラウンドの場合は市民委員会方式によって行われたという点が挙げられる。特に、

委員会構成においては、直接の利害関係のある住民が初めから参加する形になっ

ていた。そして、議論が空中分解して合意形成が失敗した場合の代替案（市営プ

ール地案の凍結解除）も用意されていた。しかも、10 ヶ月期限付きという議論の

タイムリミットも設けていた。  
また、委員会の全過程と議事録などを公開し、広報委員会を中心に委員会の活

動を記録した市報特集号を全戸配布するなど、積極的に啓発活動に努めていた。

さらに、第５回から第８回までは専門委員によって勉強会が設けられ、廃棄物問

題に関する情報や知識を委員の間で共有した。  
また、当時、環境影響評価が制度化されていなかったにもかかわらず、環境影

響評価を積極的に機能するように、クリーンセンター建設特別市民委員会内に小

委員会を設置し、専門家だけではなく、一般市民の参加も得ながら、調査項目が

策定された。なお、その調査項目の検討に当たっては市営プール地、市営総合グ

ラウンド、都立小金井公園、都立武蔵野中央公園の４つの候補地間の比較評価を

行う方式を採用した。このことで、用地選定の公正さと客観性を確保しようとし

ていた。  
クリーンセンター建設特別市民委員会が、用地選定という困難な議題から議論

を進められたのは、1973 年（昭和 48 年）に設置された清掃対策市民委員会にお

ける議論の積み重ねによるところが大かった。すなわち、清掃対策市民委員会で

すでに廃棄物減量のための議論がなされ、それなりに実績を挙げていた。そのた

め、クリーンセンター建設特別市民委員会での議論で蒸し返されることがなかっ

た。  
このように、従来からの参加の実践とその蓄積を通じて培われたルールや市民

の主体性は、クリーンセンター建設特別市民委員会においても活かされ、多様な

利害関係を持つ住民の意思が反映される仕組みを構築した。  
 
おわりに 

1984 年（昭和 59 年）３月に完成し、同年 10 年に稼働開始した武蔵野クリー

ンセンターは、その後 33 年余りの歳月を経た。建設に至るまで、周辺住民の苦渋

の決断の末に「市街地に存在するごみ焼却場」として、幾多の困難を乗り越えて

きた。そして、クリーンセンター運営協議会での長年の積み重ねは、施設運営の

監視・チェックにとどまらず、地域の繋がりをつくり、周辺地域のまちづくりに

も貢献してきた。このように、武蔵野市の事例は、住民の参加と協働の機会が制

度化され、互いに理解し合い、話し合いのルールが確立されたことにより、武蔵

野市の廃棄物問題についての共通認識を築き上げることができた。  
クリーンセンター建設特別市民委員会は、約 10 ヶ月間の会期にわたって本委
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員会 26 回、広報小委員会 11 回、事業小委員会４回を開催した。後藤市長の選定

した市営プール地を敵地でないとし、土地条件、面積などの面で市営総合グラウ

ンドを適地として示唆していた。この委員会の意義は、従来の計画策定過程への

住民参加ではなく、住民が合意を形成して、その計画の変更を促すこともあり得

るものであり、一般廃棄物処理施設建設に反対していた候補地の住民代表も参加

した画期的なものであった。このことからして、クリーンセンター建設特別市民

委員会は、委員の構成をはじめ、活動範囲、期限等を極めて具体的かつ明瞭に設

定し、市民による承認による手続を踏んでいたと思う。今後とも、一般廃棄物処

理施設建設について、計画段階から住民の意見・提言等も採り入れていき、合意

形成の仕組みを構築できるように期待したい。  
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３．２ エネルギー・防災施設としての市街地における清掃工場立地に関する研究 

  

Study on incineration plant siting in urban area for energy supply 

 and disaster prevention facilities 

 

日本大学理工学部  橋本 治 

 

３．２．１ はじめに 

 清掃工場は、都市計画法（11 条）に定められる都市施設として快適で衛生的な都市環

境を維持するうえで必要な、公衆衛生の確保や地域環境保全など重要な役割を果たし

ている。さらに廃棄物の焼却熱による発電・熱利用などを行い、特に東日本大震災以

降の逼迫したエネルギー状況ではその役割は社会的に重要となっている。焼却熱によ

る発電・熱利用は、発電・エネルギー供給での化石燃料の使用を抑制するとともに、

厨芥、紙類や草木など植物由来の成分を多く含む一般廃棄物の焼却は、カーボンニュ

ートラルの視点から温暖化ガス排出抑制効果も大きく、循環型社会を目指す今日の社

会的要請に応えることとなる。発電のほかに地域熱供給の熱源などの熱利用を行うこ

とは、焼却熱のエネルギー利用効率を高めることが出来るが、熱利用は電力と異なり

熱輸送の距離的な制約があり、供給範囲が数キロに限られることから、熱需要の大き

い都市機能の集中した業務地（中心市街地）や住宅の集中した住宅地への立地が必要

となる。  
 清掃工場は、従来から典型的な忌避施設として立地が難しいとされており、特に人口が

多く、事業所、商業施設、住宅の集中する市街地などではその傾向が大きいとされてきた。

忌避施設の理由としては、環境汚染、景観、安全、周辺交通問題などの懸念によるとされ

るが、そのほとんどは現在の 新技術や運用による解決が可能となっている。他方、清掃

工場が存在すること自体に起因する心理的影響や地域イメージの低下等により立地を拒

否する傾向が強くなっている。拒否反応の大きな要因として、「清掃工場が立地すると地

価が下落する」という通説が一般化し周辺地域の資産価値の低下が考えられる。資産価値

が直接減少する地価問題は、多くの要素で構成される地価の特性から解決が難しく、清掃

工場立地の大きな障害となっている。地価問題は解決が難しい清掃工場立地に関わる重要

な課題となっている。清掃工場立地と地価変動に関する調査研究は、地価変動の実態を時

系列で定量的に示す研究 1)が行われ、住宅地において地価は下落するが、都市機能の集中

した業務地においては地価が下落しないという新たな知見も示されている。このことは、

業務地（中心市街地）では地価は下落しないが、住宅地では地価の下落が明らかとなり、

住宅地での清掃工場立地地の難しさが示されている。 

 このような状況において、清掃工場は首都直下型地震等に備え、強靭な設備機能を活

かした地域防災施設としての新た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を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
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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。 

防災施設としての清掃工場は、地域の安全を守る公益施設として忌避施設のイメージ

を変えることも可能となる。支援工場は、従来型の利益提供であるスポーツ施設、コ

ミュニティー施設、地域インフラ整備とは異なり、地域の安全を担保する施設として

地域へ広く公平に安全という新たな公益もたらし、忌避施設からの脱却も可能となる。 
本研究は、地域エネルギー施設としての有効性に加え、防災施設としての効用

を新たに示すことで、市街地における清掃工場立地の阻害要因である忌避施設のイ

メージを払拭し、清掃工場の市街地立地の可能性について考察する。清掃工場の市街

地立地は、焼却熱の効率的利用によるエネルギー供給と温暖化ガス排出抑制による循

環型社会構築への貢献に加え、清掃工場が地域防災施設として地域安全の役割を担う

こととなり社会的な意義が大きい。  
 
３．２．２ 研究の目的  
 市街地における清掃工場は、公衆衛生の確保、エネルギー供給、温暖化ガス排出抑

制などの社会的役割に加え、強靭な設備・機能を持つ清掃工場を地域の防災支援

を担う防災支援清掃工場として位置づけることで、忌避施設から脱却する可能性を

示し、都市の環境、エネルギー、安全を効率的に提供できる市街地への清掃工場立地

促進に寄与することを目的とする。 

 
３．２．３ 研究方法  
 研究は東京２３区を想定し、エネルギー、温暖化ガスの評価はモデル工場を設定し

予測計算によりエネルギー供給、温暖化抑制効果を評価する。  
防災施設として、首都直下型地震を想定した支援工場の簡易モデルを作成して、震

災時に地域へ供給可能な電力、水の供給能力を文献調査により示す。 

 防災施設としての支援工場が地域へ与える安全・安心という利益により、清掃工場

が忌避施設から歓迎施設へと転換する可能性について考察する。 

 

３．２．４ 清掃工場の社会的役割  
（１） 清掃工場の基本的役割について  
 清掃工場は、廃棄物を高温で焼却処理することにより、公衆衛生の確保と快適な生

活環境を保全することが重要な目的となっている。都市生活から排出される一般廃棄

物を高温で焼却処理することにより、伝染病病原菌などの滅菌、悪臭物質や有害物を

高温で熱分解することによる無害化、焼却により廃棄物の重量・容積を減らす減量・

減容化、廃棄物（有機物）を焼却灰（無機物）にすることによる安定化を基本的な目

的としている。  
 一方、焼却処理は処理過程で排ガスや排水、悪臭などの環境汚染物質を排出し、か

つては、悪臭、ばい煙など、生活環境を汚染する深刻な公害問題を起こし忌避施設の

直接的な要因となってきた。しかし、現在の清掃工場は、ダイオキシンを含む環境汚

染物質を除去、無害化する 新の技術や運用により、公害問題は過去のものとなりつ

つある。表１に清掃工場の基本的役割と地域への影響を示す。  
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（２） エネルギー供給施設としての役割について  

現在、多くの清掃工場

は焼却熱を有効利用して、

発電や熱エネルギー利用

などを行っている。東日

本大震災以降の逼迫した

電力、エネルギー供給事

情においては、清掃工場

の焼却熱によるエネルギ

ー回収は極めて重要な社

会的役割となっている。 

廃棄物焼却による熱回

収の有効性を評価するた

め、発電、熱利用を行う

業務地清掃工場のモデル

を作成し、発電単独、電

熱併用（発電と熱利用）

の 2 ケースについて熱回

収の試算・評価を行った。

計算は 2012 年度の東京

23 区のＡ工場 2) 3)を参考

排ガス
蒸気

図 1  エネルギー回収施設モデルの概要

廃棄物

抽気熱(蒸気）

ごみ焼却炉
ボイラー

排ガス
処理設備

煙突へ

排ガス再加熱

過熱器

地域冷暖房施設

冷温水供給

復水抽気式
蒸気タービン

発電機

復水器

ボイラーへ

電力供給

表 2   エネルギー回収施設の概要

項目 方式

施 焼却設備 ４00ｔ/d (200t×２炉）  全連続式ストーカー炉
設 環境設備 排ガス処理  バッグフィルター＋触媒脱硝＋湿式排ガス処理
概 排水処理  液体キレート凝集沈殿ろ過方式
要 雨水処理  中水有効利用

熱利用 焼却熱利用発電　　（発電端効率１３．８％）
（ボイラー効率70％　）
熱供給  　　
地域冷暖房への熱供給（蒸気供給0.8ＭＰａ，170℃）

その他 煙突、建屋表面での太陽光発電

環 立地条件 住宅、事務所が同率で混在する市街地
境 半径1～2ｋｍ以内に、オフィスビル、住宅等の高密度熱需要がある
条 運用条件 処理廃棄物量  127750ｔ/年（1.2ｋｇ＊35万人＊365日）
件 廃棄物発熱量  10288kJ/kg(2009年23区可燃ごみ）  

図 1 エネルギー回収清掃工場モデル 

表 2 エネルギー回収施設の概要 

表１　清掃工場の役割と影響

方法 周辺地域影響

公衆衛生確保 焼却熱による衛生処理

地域環境保全 焼却熱による、無害化

電力供給 焼却熱- 蒸気タービン発電

熱供給 焼却熱　蒸気、高温水

便益益還元 電力、熱供給 　還元施設 電力　蒸気、高温水、温水　施設利用

防災機能 災害対策、安全 防災施設機能

清掃工場の役割（公共利益）

基本的役割

エネルギー供給

有害物汚染 火災爆発事故
悪臭周辺環境 地域交通問

題　景観破壊　嫌悪感
地価下落

エネルギー利用

防災・安全提供

表 1 清掃工場の役割と影響 

表3     施設のエネルギー収支

項  目                  エネルギー

入力 焼却全熱量(ごみ保有熱量） 　259.65GJ/h  （10386kJ/kg＊25000kg/h）

出力 ごみ発電量 　9937kwh  　　 13.8％   ( 35.8ＧＪ/ｈ)

熱利用 　108.2ＧＪ/ｈ　　41.7％　 （ 熱供給、所内利用等）

総利用熱量（利用率） 　144.0ＧＪ/ｈ 　　55.4%

所内 所内電力使用量 　2855kwh     　  4.0%  　（ 10.3ＧＪ/ｈ)

消費 所内使用熱量 　20.5ＧＪ/ｈ 　　　 7.9%

所内使用量・割合 　30.8ＧＪ/ｈ　　　11.9%   （所内消費／総投入熱量）

外部 供給電力量  7082kwh    　　  9.8%  　（25.5ＧＪ/ｈ)

供給 熱供給利用熱量 　87.7ＧＪ/ｈ 　33.8%（ 約27.9万㎡のｵﾌｨｽﾋﾞﾙに熱供給可能＊)

外部利用量・効率 　113.2ＧＪ/ｈ　　43.6%   （外部供給／総投入熱量）

＊ ： ビルの冷暖房負荷基準を314ｋＪ/㎡・ｈとした

表 3 施設のエネルギー収支 
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とした。モデルの概要を図 1、表 2 に示す。 

工場は熱需要の大きい業務地に立地し、焼却形式は全連続式ストーカ炉、能力は

200t 炉×2 の 400t/日とした。廃熱ボイラーの熱回収効率は 70％、発電端効率は、発

電単独で 13.8％、電熱併用で 5.1％とした。ごみの発熱量 4)は 11060kJ/kg とし、焼却

熱は、電力、蒸気に変換して利用する。発電方式は、焼却廃熱ボイラーからの抽気復

水蒸気タービン方式とした。 

熱利用は地域熱供給プラントへ 0.8MPa、170℃の飽和蒸気を供給し、熱供給プラント

にて冷温水を製造するものとした。熱供給は、オフィスビル、商業施設、ホテルなど

20～40 万㎡の都市施設を供給対象とした。 

モデル工場の廃棄物焼却エネルギー（入力）に対する、熱回収（出力）を電力回収

のみと電力と熱利用の電熱併用の 2 ケースについて、年間のエネルギー収支を熱量換

算して試算した。また、熱利用に対する

負荷変動については考慮せずに平準化し

て評価した。2 ケースのエネルギー収支

を図２、表３に示す。モデル計算での熱

回収効率は、発電単独の効率 25.9%に比

べ、電熱併用では 31.0％になり熱利用の

有効性が示されている。モデル計算によ

る総合的エネルギー収支から、発電単独

に比べ電熱併用は 5.1％効率が高く、特

に外部供給では、10.2％効率が高くなっ

ている。試算結果から、効率的な熱回収

は、電力と熱利用の併用が可能な、熱需

要の大きい業務地や住宅地などでの清掃

工場立地が必要となる。 

 (３) 温暖化ガス排出抑制について 

2012 年の日本の温暖化ガス排出量の

うち廃棄物焼却等に由来する量は、2650

万ｔ-CO2/年 5)で全体の 2.1％となってい

る。東京 23 区の清掃工場からの排出量を

例にとると、120 万ｔ-CO2/年 2)で全国廃

棄物由来の 4.5％を排出している。 

清掃工場の廃棄物焼却による炭酸ガス排出と発電、熱利用による炭酸カス排出抑制

効果をモデル工場について試算を行った（表４ 図 3）。焼却による温暖化ガス総排出

量から、発電による抑制効果量と蒸気として熱利用する抑制効果量は、電力単独回収

の場合で 30985ｔ-CO2/年、電熱併用の場合で 28987ｔ-CO2/年となる。削減効果率 6)7)

は、電力単独回収で 78.6％、電熱併用で 73.6％となっている。焼却エネルギー回収に

よる温暖化ガス排出抑制効果は、低炭素社会の実現に資することとなる。なお、削減

効果が熱回収効率の高い電熱併用に比べ、効率の低い電力単独回収が大きいが、発電、

熱利用の炭酸ガス原単位 6)7)の差によるものと考えられる。 

8421  10419 

39406 
30985  28987 

0

10000

20000

30000

40000

発電単独 電熱併用 単純焼却

t－CO2/年

図3 温室効果ガス排出量・削減率

温暖化ガス削減量

温暖化ガス排出量

79％削減 7４％削減

図 2 エネルギー利用効率 

図 3 温室効果ガス排出量・削減率
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３．２．５ 防災施設としての清掃工場について 

（１） 清掃工場の東日本震災時被災実態と冗長性 

 震災直後の調査 8)

によると、清掃工場

は、東日本大震災に

おいても他の産業に

比べ被災による機能

停止は少なく、冗長

性が高くなっている。

北海道を含む東日本

の 17 都道県の 201 施設のうち、103 施設が被災し、運転停止施設は停電による停止施

設 39 施設を含めて 87 施設（43％）にのぼっているが、停止期間は短く 3 日以内に 46

施設（83％）の施設が復旧・稼働し 10 日以上の停止施設は 7 施設（3.5％）となって

いる(表５)。被災地域の他の産業施設の復旧率は鉱工業生産量 9)から見ると被災後１

か月後にも復旧率は 7.5％に止まっていることに比べ清掃工場の冗長性は高いといえ

る。 

（２） 防災施設としての機能と課題 

(a) 防災拠点としての立地条件 

  防災拠点としての清掃工場は、施設の冗長性と防災施設としての機能を有効に発揮

する地理的要件が重要となる。施設の冗長性は、震災時に清掃工場が防災施設として

の能力を失わないための設備や機能を備えることであり、地理的要件とは震災時に、

援助を必要とする市街地などの地域で防災施設として機能を発揮することである。想

定される被害 10)を表 6 に示す。 

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となるため、安全上の

理由から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、清掃工

場は、避難所となる近隣の公共施設や学校、病院等に電力や水を供給する防災支援清

掃工場として役割を果たすこととなる。支援工場のイメージを図 4、表７に示す。 

表5　東日本大震災清掃工場被害状況

他の産業

3日後 10日後 10日以上 30日後

施設数 103 87 46 22 7 ー

割合 % 51.2 43.3 22.9 10.9 3.5 92.3
***

注：参考文献 2) 3)よりより著者作成
＊：回答施設数は全体の約60％    ＊＊：停電による停止を含む
＊＊＊：産業活動分析(平成23年1月～3月期）経産省p22第1-1-10図より計算

被災施設
* 運転停止

施設
** 清掃工場

停止施設数・割合

表５ 東日本大震災の清掃工場被災状況 

表4　温暖化ガス（ＣＯ２）削減効果

電力回収　kwh 削減量 t-CO2/年
** 電力回収　kwh 削減量 t-CO2/年

**

外部供給 28104927 14643 358512 187

所内利用 16133457 8406 16133457 8406

合計 44238384 23048 16491969 8592

熱回収　GＪ 削減量 t-CO2/年
*** 熱回収　GＪ 削減量 t-CO2/年

***

外部供給 - - 218573 12459

所内利用 139236 7936 139236 7936

合計 139236 7936 357809 20395

- 30985 - 28987

78.6％ 8421 t-CO2/年 73.6％ 10419 t-CO2/年

*　：温室効果ガス排出量算定・報告マニュアルＶｅｒ2.4　環境省・経済産業省　平成21年3月

**　：　東京電力　2013年のCO2排出原単位の実績について　平成26年7月30日　東京電力（株）    原単位　0.521ｋｇ-CO2/ｋｗｈ

***：　サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量算定に関する基本ガイドライン　Ver2.1  2014年3月　環境省　経済産業省   原単位（蒸気）　0.057t-CO2/GJ

熱回収方法

廃棄物処理（焼却）による
温暖化ガス排出量

排
出
量

発電単独

焼却処理量 104373t/年　　発熱量11060KJ/kg
年間CO2排出量　　

　　
39406t-CO2/年

電熱併用

発電＋熱利用 t-CO2/年

削減率・排出量

削
減
量

　プラスチック含有量　13.63％

　プラスチック焼却ＣＯ２原単位
*
　　2.77ｔ-ＣＯ２/ｔ

発電　kwh

熱利用  GJ

表４ 温暖化ガス(CO2)の削減効果 
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電力
蒸気
用水
排水

防災支援清掃工場

地域冷暖房施設

非常用自家発電設備

コージェネレーション

緊

急

用

井

戸
タービン発電機

プラント用水槽

排水処理設備

災害時供給対象施設

病院

避難所

（公共施設）

（小中学校）

（スポーツ施設）

緊急避難支援

貯留設備

生活物資

薬品・燃料

図4 防災型清掃工場のイメージ

（防災支援清掃工場）

行政機関
災害復旧支援

沿岸津波緊急避難所

中圧ガス供給継続

工場隣接施設

表６　首都直下型地震による被害想定概要

想定被害 想定復旧

人的被害 死者数 11000人以上 ー
建物被害 全壊・火災消失 85万棟 ー
経済被害 112兆円 ー

避難 700万人 1か月（59％が避難）
帰宅困難」 650万人 ー

電力 12.9% 3日（50％復旧）
ガス（低圧） 19.0% 30日（50％復旧）
ガス（中圧） 供給継続 ー
上水 33.3% 3日（50％復旧）
通信（固定電話） 9.3% 7日（50％復旧）

出典：東京都防災会議の被害想定　概要版　2012年2月

・気象条件等：東京湾北部Ｍ７．３　　冬１８時　風速１５ｍ／ｓ　の場合

・２３区東京湾沿岸部ｂの津波高３ｍ

項目

避難者数

ライフ
ライン

表 6 首都直下型地震による被害想定概要 

表7防災支援清掃工場の機能・役割

設備 目的・供給先 供給継続期間 供給対象

廃棄物発電 外部供給・所内利用 貯留廃棄物は５日分 優先順位に従い供給

非常用ガス発電 外部供給・所内利用 中圧ガス供給継続 病院、避難施設、工場

風力、太陽光発電 低圧電源 期限なし 照明電源・保安電源

熱エネルギー 焼却熱回収 外部供給・所内利用 貯留廃棄物は５日分 優先順位に従い供給

プラント用水浄化 非常用飲料水 　

井水設備 帰宅困難者

雨水設備 避難者(地域住民）

非常食 備蓄 健康維持 職員

非常用品 備蓄 生活環境維持

電力 廃棄物発電 スポーツ、温泉施設、

熱エネルギー 焼却熱回収 熱供給・所内利用

温水 温水熱交換機 環境教育

活動場所 公開スペース NPO,住民団体

項目

電力

飲料水
生活用水 生活用水

地域住民

震災時
防災支援
大規模救出救助
活動拠点

平常時
安全快適な
日常生活

緊急対応
3～4日間程度

運用計画時間
熱エネルギー常時供給

図 4 防災支援清掃工場のイメージ 

表 7 防災支援工場の機能役割 
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(b) 技術的課題 

① 施設の安全性、耐震・津波対応 

東京２３区の沿岸市街地にある清掃工場は、グランドレベルＡＰ＋6ｍが基準とさ

れているが、予想される３ｍを越える津波対策も必要となる。近年の清掃工場建築物

は「官庁施設の総合耐震計画基準」に準じて震度７相当の耐震基準を有している。プ

ラント機器は耐震安全性「甲類」を満足しており建築設備と同等の耐震性を有する。

また、重要設備の二重化などの対応も行っている。 

②自立型清掃工場と自家発電設備、生活用水浄化装置  

都市インフラとしての電力、水道水が断たれた場合においても、自ら電力や水を供

給する能力を持つ自立型防災施設であることが、支援工場としての必要条件となる。 

震災時の清掃工場は、震度５を超える揺れで安全システムが作動し自動緊急停止す

る。この時、再起動に必要な電力、ガスなどのエネルギー、水が必要になる。外部か

らの電力、水道水の供給が停止した場合においても、清掃工場単独で再起動するため

の電力や水が必要

となる(表７)。現

在、清掃工場では

安全に緊急停止さ

せる非常用発電能

力を持つが、単独

で再起動するため

の発電能力を持つ

清掃工場は少なく

4.5％程度 11)とな

っている。特に、

電力は、震災時に

停電の確率が高く

十分な電力供給能

力が必要となる。

　表8　　電力供給概要

発電、供給電力量

タービン発電機 1炉定常運転 4968kw 

大供給電力 5000kw (ガスエンジン（タービン）発電機）
注

供給可能時間 中圧ガス供給継続

病院（ 1000kwの非常用発電機保有） 1135kw(300床程度の病院　1000人程度避難）
*

小中学校　 400kw(1000人規模の学校　3000人避難　空調あり）
**

コミュニティー施設 70kw(500人避難　空調あり）
**

体育館などの運動施設 70kw(500人避難　空調あり）
**

行政機関（災害復旧通信等） 80kw（事務所負荷80×1000㎡＝80kw）

焼却炉起動　１炉 17６0kw（200kw/t×8.8ｔ）

所内負荷（焼却炉運転時） 2855kw（焼却炉運転時）

所内負荷（緊急停止保安運転） 1200kw

緊急停止時　非常用発電機 2955kw  

再稼働時　非常用発電機＋病院非常用発電機 6370kw

１炉定常運転　タービン発電機 4610kw  

3日 (50％復旧）
***

＊　　：　ﾗｲﾌﾗｲﾝ途絶時の病院機能に関する全国調査と対応の検討:順天堂大学浦安病院　岡本健,　表1注：震災時も供給が期待できる中圧ガスを使用

＊＊　：　防災拠点の中心施設としての清掃工場:　鈴木靖男,　環境施設　No125 2011　p78　図２を参考

＊＊＊：　首都直下地震等による東京の被害想定 報告書　：東京都　平成24年4月　

停電復旧日数

ガス非常用発電機

必要電力合計

項目

発電

防災施設供給電力

清掃工場所内使用電
力

供給電力

表 8 電力供給概要 

表9　非常時の飲料水水質試験基準と分析事例

上水受槽 プラント受水槽

外観 異常でないこと 異常なし 異常なし
臭気 異常でないこと 異常なし 異常なし
濁度 2度以下 ＜１ 1
味 異常でないこと 異常なし 異常なし
遊離残留塩素 0.1mg/ 以上 ー ー

大腸菌** 検出されないこと 不検出 不検出

ＰＨ値*** 5.8～8.6 7.3 7.2

電気伝導度*** 10mS/m以下 ー ー

色度 5度以下 ＜１ ＜１
亜硝酸態窒素 0.04mg/ 以下 ー ー
塩化物イオン 200mg/ 以下 29.9 26.1

有機物(KMnO4消費量) 10mg/ 以下 1.2 3.3

ＮＯ２
-＋ＮＯ３

- 10mg/ 以下 3.4 3.2
＊　　：震災等の非常時における水質試験方法（上水試験方法―別冊）　平成24年
＊＊　：遊離残留塩素0.1mg/ 未満の時測定
＊＊＊：測定は選択

測定例（R清掃工場）

非常時の
飲料水水

質試験*

上水簡易
試験

試験項目 基準

表 9 非常時の飲料水水質基準と測定事例
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震災時にも供給が継続される中圧ガスを用いた非常用発電機の設置が支援工場の課題

となる（表 8）。 

水供給が断たれた場合においても、既設設備により 3 日程度の運転継続と防災関連

施設への給水能力を持つ必要がある。 

生活用水は、水道水由来のプラント用水も用いるため、震災等の非常時の水質判断

基準 12）により飲用の可否を判断することになる（表 9）。緊急用井戸水を使用する場

合には、ＭＦ膜ろ過設備等が必要となる。非常時の水道由来飲料水の水質判断基準、

上水、プラント用水の測定事例を表 9 に示す。表 10 に示す水供給能力によると 3 日程

度の給水は可能となる。 

③災害対策備蓄機能 

震災時は、物資の輸送等が極めて困難になり、上水、燃料、運転用薬品、生活用品

などは、清掃工場の備蓄により対応するため、清掃工場の運営や周辺施設への供給は

３～５日程度の備蓄が必要となる。清掃工場の燃料となる廃棄物は、 大で５日分程

度がごみ貯留ピットに貯留されており焼却を行うことにより電力、熱エネルギーの供

給は可能となる。 

（３） 制度、運用の課題 

①制度的課題 

電力や上水の利用・供給は、それぞれの法律や制度による制約を受ける。電力は供

給先（緊急時の供給先）へ送電を行う専用送電線による自家発電自家消費や特定供給

など電気事業に該当しない電力供給についても、供給条件などを整たり、系統からの

受電も可能とする届け出等の事前準備が必要となる。 

上水については、水道法の規制を受けるため事前に非常時の水道由来飲料水の水質

判断基準の運用に関わる準備が必要となる。緊急用井戸の利用については、ＭＦろ過

による浄化設備と飲用適否の検査など日常的な運用と揚水量等について工場揚水法や

温泉法、東京都環境確保条例による規制も受けるための日常管理が必要になる。 

 

表10　水供給能力

必要水量

プラント用受水槽 1800 施設運転　緊急時飲用可能
*

上水槽 50 生活用水

井戸水 288 /日（200 /分揚水） 膜処理　生活用水、施設運転　

小中学校　 3000人避難　　15 /日

コミュニティー施設 500人避難　2.5 /日

体育館などの運動施設 500人避難　2.5 /日

行政機関（災害通信等） 100人避難　0.5 /日

プラント運転 200 /日

所内負荷　建築設備・生活用水 15 /日

緊急停止時(非常用発電機運転) 215 /日

再稼働時(非常用発電機＋病院非常用発電機) 443.5 /日

１炉定常運転(タービン発電機定常運転) 443.5 /日

4.2日 (井水使用時14日）

3日 (50％復旧）
注：　収容人員等は防災拠点の中心施設としての清掃工場　鈴木靖男　環境施設　No125 2011　ｐ78　図２を参考

＊　：　飲用適否簡易10項目検査で「飲用可」を確認

＊＊：　ﾗｲﾌﾗｲﾝ途絶時の病院機能に関する全国調査と対応の検討　順天堂大学浦安病院　岡本健　表1-3 を参考

上水復旧日数

運転可能日数

必要上水合計

項目

供給可
能水量

清掃工場所内使用

必要
水量

避難生活用水供給

病院
208 /日 　300床の病院193 /日

**

要治療被災者300人収容＋15 /日  ）

表 10 水供給概要 
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②運用の課題 

非常設備の平常時の運用については、維持管理・コストが重要となる。特に非常用

発電機については、従来の緊急時に焼却炉を安全に停止させるための電力から、単独

で再起動するために必要な大容量の発電設備となる。コストについてお、これまでの

非常用発電機とは異なる常用発電機としてピークカット対応に利用するなどの運用が

必要となる。 

  

３．２．６ 都市施設としての清掃工場の立地 

（１） 清掃工場立地の影響項目と対応  
社会全体での公共利益が大きい一方、周辺地域という小さな空間スケールでは、地

域環境問題や景観などで清掃工場は代表的な忌避施設となっている。特に人口の集中

した都市域においてはその傾向が強くなっている。そのため、工場の建設にあたって

は周辺住民との合意形成が極めて重要となっているが、合意形成を達成する過程は非

常に困難となっている。工場では負の要素を打ち消すため、工場建設の計画段階から

竣工、運用のすべての期間にわたり、情報公開をはじめとする各種の対策を行い住民

との協力・信頼関係を築く努力が必要となる。  
工場立地における、負の要素（リスク）として、ダイオキシンをはじめとする大気、

水質の環境汚染、悪臭、騒音の周辺環境、収集車両による地域交通環境、火災爆発な

どの施設の安全性などの項目がある。また、工場の存在そのもによる嫌悪感や忌避感

覚など心理的な要素による景観問題や地価の下落がある。影響項目一覧と対応を表 11
に示す。  
エネルギー供給施設としての機能を持つ清掃工場は、焼却施設としての強靭な設備と

各種機能を持っている。これらの機能を利用して自然災害やその他の緊急時において

地域防災施設としての能力を持つことができる。特に、都市インフラとしての電力、

ガス、上水が断たれた場合においても、自ら電力や水を供給する能力を有する自立型

防災施設として地域防災施設としての機能が期待されている。また、平常時において

は地域コミニイティー施設、環境教育施設、エネルギーを利用したスポーツ施設など

により、地域における中核施設として住民に親しまれる施設としてその存在が地域に

認められることとなる。忌避施設から人々に歓迎される施設への変化も可能となる。 

表11　 工場立地の影響項目と対応

影響項目 負の影響要素 具体的リスク リスクに対する対応

有害物汚染 環境汚染（DXN、大気、水質） 健康被害　生活不安 規制強化、技術的改善、運用によるリカバー

火災・爆発事故
周辺住民災害危険、施設破損、住
民の不信感

住民の不安　廃棄物処理停止 防災対策、安全教育。廃棄危険物対策

悪臭等周辺環境
悪臭、騒音、振動、日照。電波障
害

生活環境・平穏な日常生活を
阻害

規制強化、技術的に改善、　緩衝緑地等運用
により改善

地域交通環境 地域交通（収集車両渋滞・事故） 交通事故　生活環境悪化 収集車両の経路指定等、運用により改善

景観破壊
煙突、建屋等施設の存在による影
響

日常生活の嫌悪感、反対運動 効率重視から景観に配慮したデザイン、

地価下落　嫌悪感
施設の存在による地価下落
ＮＩＭＢＹ

経済的損失　　周辺・、地域
イメージの悪化

アメニティ-施設、冷温水の利用、周辺の利便
性向上対策

表 11 工場立地の影響項目と対応 

80



（２） 忌避施設からの脱却  

①忌避施設回避の要件 

 清掃工場は一般的に忌避施設とされ立地は周辺地域住民の反対運動により立地が困

難になる事例が多い。忌避施設の理由としては、影響項目のうち心理的な影響による

忌避施設とされることが知られている。清掃工場は、環境影響やその他の負の影響が

まったくない場合においても、清掃工場の存在すること自身に起因して忌避施設とな

るといわれている 13)14)。 

 忌避施設の立地に関する一般的な手順・ルールはないが、 低限必要となる４つの

原則が忌避施設の立地問題解決の手がかり 15)として知られている。 

① 公共性 清掃工場の公共性や社会的必要性を住民が理解納得すること、一般的な

ＮＩＭＢＹでは施設は必要であるが自分の近くは困るという論理であり、少なくとも

公共性についての疑念はなく、公共性・必要性については共通認識があると考えられ

る。焼却以外の処理方法、工場規模や分別、ごみ減量化、など廃棄物管理システムに

ついても検討対象となる 

② 受益者近接 忌避施設は利益を受ける地域に近接する。 自区内処理の原則や還

元施設や協力金の支出などの利益提供で  

③ 立地候補地の複数化 新設、建て替えの場合において、技術的、社会的、地政学

的な自然条件から候補地を選択するが、２か所以上の候補地を選定して比較評価して

候補地を決定する。選択する余地を作ることで住民参加の具体的な検討項目となる。 

④ 住民参加 構想段階からの住民参加画必要となり、意見反映の仕組みを明らかに

することで、公平性を担保する。従来の計画説明会等においては住民の意見を反映さ

せる、意見を検討する仕組みが明らかでなく反対運動の端緒となることもあった。 

過去におおきな問題となった清掃工場の立地問題の歴史・経過をみるとこの原則が

適用されていない事例が多い。ごみ戦争といわれた杉並清掃工場の立地に関しては、

①の社会的な必要性は十分な議論が行われた形跡はないが、大きな反対要因とはなっ

ていない。②の受益者近接に関する問題については、廃棄物を埋め立て処分していた

臨海部の江東区がご

みを排出する杉並の

苦情建設反対運動に

反発して搬入阻止の

実力行動に訴え、ゴ

ミが路上に積み上げ

られる異常事態とな

り、当時の都知事が

「ゴミ戦争」を都議

会で宣言し大きな社

会問題となった。こ

の経緯が後の東京２

３区における自区内

処理の原則を一般化

④ 18.4 ④ , 12.1 

③ 3.2

② 18.4 ② 42.4 

① 49.6 ① 36.4 

技術 10.4 技術、9.1 

0

20

40

60

80

100

目黒工場 杉並工場

%

図２ 建替利立地への懸念

説明会での要望・質問内容

技術、安全、環境

①公共性への合意

②受益者近接

③候補地の複数化

④住民参加

図５ 建て替え立地に対する懸念 

（説明か腕の質問意見内容 
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した。 

③の複数候補地の原則については、住民に示された候補地は、現在工場がある１か所

で選択、協議の余地がなく近隣住民の反対運動が拡大した。技術的、地理的には合理

的な選択であったが、４０年以上前の当時としても住民の理解は得られない立地推進

手順であった。④については、計画発表が唐突で計画が出来上がってからの発表であ

り、今日でいう住民参加は全く行われていない状況であった。このことが、立地問題

の解決を遅らせ計画発表から建設開始まで１３年を要する大きな問題となった。この

後の清掃工場立地については基本的に、４つの原則が図られていたが不十分であり、

目黒清掃工場の建設においても地域の反対運動がおこった。  
過去に工場立地の初期段階で問題が起った杉並清掃工場と目黒清掃工場の建て替

えにおける住民説明会での住民からの質問や意見、要望について①～④に分類した結

果を表 12、図 5 に示す。杉並工場と目黒工場の質問内容 16)17)から見ると、周辺住民が

清掃工場の公共性（必要性）や利益還元に関心が高いことがわかる。 

 熱供給機能を持つ清掃工場が近隣にできた場合、熱供給による利益還元がどの程度

あれば立地を受け入れるかの調査結果 18)によると、年間熱使用量の 50％程度が無償提

供された場合に多くの住民が受け入れるという結果が出ている。 も不利益を被る清

掃工場近隣の住民に対する利益提供は、受益者近接の原則にも合致し、立地促進に有

効な手法であることがわかる。 

（２） 防災施設による立地促進 

 防災施設としての支援工場は、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

出来る。災害時の防災に関わる恩恵は、距離的に同条件であれば、公平に享受するこ

とが出来る特性があると考えられ、これまでのスポーツ施設やその他の還元施設とは

異なり、周辺住民に広く公平に生活安全という便益を提供することが出来る。清掃工

場立地による地域的なイメージ悪化や地価下落が距離に比例して 19) 20) 21)周辺地域全

体に及ぶのと同様に、安全という利益が工場周辺に公平に及ぶことから清掃工場に対

する住民の意識を変化させ、忌避施設から歓迎施設への変化が期待できる。 

清掃工場は震災などの緊急時に支援工場として、電力や水などを供給することで、

地域に安全安心を提供し、清掃工場への信頼感を高めることができる。平常時には熱

供給等の恩恵を周辺地域に提供することで、清掃工場への嫌悪感を和らげる相乗効果

も期待できる。清掃工場の周辺地域の安全性や熱供給の利便性が高まることで、地域

のイメージが向上し不動産的評価も高まり、地価の回復も期待できる。防災支援によ

り安全と安心を地域に提供することは、清掃工場立地にとって解決困難な問題である

心理的影響、イメージ悪化、地価問題などの解決に向けた有効な方法となる。 

 

３．２．７ まとめ 

 市街地での清掃工場は、公衆衛生の確保、地域環境保全などの基本的役割の他に、

熱・エネルギー供給、温暖化ガス排出抑制とともに、新たな役割として防災施設とし

て周辺の公共施設、病院等にエネルギーや水を供給する支援能力を持つことが出来る。 

防災支援能力を持つことは、周辺地域に日常生活の安心というこれまでとは異なる
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心理的な利益を提供することとなり、清掃工場のイメージが向上し、立地促進に寄与

することとなる。 

市街地での清掃工場立地は、震災時の防災支援の他に、平穏時においても効率的な

熱・エネルギー利用が可能となり、高効率のエネルギー供給施設として温暖化防止を

含めて広く社会に貢献することが出来る。 
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