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巻 頭 言 

                            （一社）廃棄物資源循環学会 

 廃棄物計画研究部会代表 中村恵子 

（健康・環境デザイン研究所 所長） 

はじめに  

近年の社会状況の加速度的変化とグローバルな動きの影響に、日本国民が生き延

びるための制度も組織も方法も対応を迫られている。とりわけ国民の生活の根幹を

支える資源循環・廃棄物処理分野では、低炭素・自然共生・循環型社会を目標に持

続可能社会を築くため環境・経済・社会の統合的取組みで、国際社会が 2016 年から

2030 年を目指す SDGs を意識した取組みになるだろう。そこに、近年の社会状況を一

変させつつある Iot、AI の導入でコストも含めた効率性の追求がビルトインされた。 

H23 年 4 月～25 年 3 月『災害廃棄物処理計画』H25 年 4 月～Ｈ28 年 3 月『熱・エ

ネルギー供給と廃棄物処理施設』の研究活動を組み入れ、「新たな技術や考え方を取

り入れ、社会のニーズに対応した廃棄物処理計画論」を議論するため、H28 年 4 月か

ら『新たな廃棄物処理計画に必要な視点』をテーマに研究活動を進め 2 年目になる。 

1 年目は、これまでの成果を踏まえ、国、市町村、地域産業との連携・調整可能な

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

画セッションは理想的な「都道府県廃棄物処理計画」を検討する場となった。 

2 年目は 1 年目企画セッションの議論から各セクターとの“連携”が課題解決と効

率性の鍵となることから、“連携”で成果を上げている事例の研究を進めた。外部と

の意見交換の場である企画セッションテーマは≪新たな廃棄物処理計画に必要な視

点―各セクターとの合意形成で実現した連携による成果―≫とした。 

横浜市中坪氏からは廃棄物管理と都市施設・市民等の連携で諸課題に成果を上げ

ている事例を、地場産業のセメント産業との協働で一般廃棄物処理を実施し 14 年に

なる日高市大沢氏からは、住民との合意形成経緯のこつと現状を、住民との合意形

成方法で全国的に有名な武蔵野市中川氏からは、住民との合意形成の歴史から誕生

した防災・エネルギー供給・多面的環境施設の新廃棄物処理施設について、その武

蔵野市新廃棄物処理施設運営を担う荏原環境プラント(株)山口氏からは、人とつな

がる開かれたごみ処理施設の運用について、発表していただいた。北大石井先生が

コーデイネーターでの議論では、“担当者の真摯な住民への説明と対話”により納得

する住民の姿が浮き彫りになった。より地域住民に密着した“市町村”「廃棄物処理

計画」に必要な視点とは何なのかをしっかりと会場の皆様に把握していただいた。 

企画セッション後は、次年度に向け第 4 回研究会では、成果を上げている事例だ

けでなく、失敗した事例にも目を向ける必要から国立環境研究所稲葉先生に「地域

循環事業における中止事例-成功と失敗の実践知」のテーマで失敗の定義から中止事

例の因果関係、日本軍の失敗に至る迄幅広くお話しいただき、失敗事例の教訓を計
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画に活かす事が重要であると一同確認した。第 5 回研究会では同所属久保田先生に

ご自身が関わった国際標準化事例を通して「廃棄物管理分野のルールづくりとは？」

のテーマで国益を背負って交渉するご苦労を話していただき、グローバルな動きに

組み込まれるようになった廃棄物管理を実感した。今年度 後の第 6 回研究会は、

日本初 AI ロボット導入でリサイクルしているシタラ興産を見学し、AI ロボットの資

源循環・廃棄物処理への適用状況を学習し、3 年目に向け着々と準備を進めてきた。 

私が、この巻頭言を執筆するのは、今年度で 後になる。H22 年 8 月に、北大古市

教授から、学会の中で確固とした位置を占めていた研究部会を微力な私が引き継い

だが、臼井幹事長、幹事の橋本さん、三品さん、井土さん、青野さん、鈴木さんに

支えられ、部員の皆様の温かい理解、協力のもと、至らないことも多々あったと思

うが、以下 1 に示す活動方針、活動計画に沿い、世界・日本の政策課題と資源循環・

廃棄物処理分野をリンクさせ、3 年毎のテーマ設定と研究活動を進めてくることがで

きた。 

皆様、ありがとうございました。心から感謝の気持ちをお伝えしたいと思う。 

『災害廃棄物処理計画』については、学会内で取り扱ったことがなかったことか

ら、取組みについては学会内で評価を受け、『災害廃棄物分別・処理実務マニュアル』 

執筆を部員 10 名が担当、部会主催対外セミナーの開催、日本学術会議安全工学シン

ポジウムでの発表と学会活動及び外部発信にも大きく寄与した。 

『熱・エネルギーと廃棄物処理施設』についても日本の政策、学会員の高い関心、

初代代表の田中勝先生の取組みとも一致し、互いに相乗効果を与えあい多角的な議

論ができた。代表就任後、開催する企画セッションは常に参加人数が 1，2 位で、完

璧ではないが、部員、学会員の皆様の関心に応えてきたという自負がある。 

組織運営で心がけてきたことは、部員の皆様に対する部会活動議論と予算の透明

性と説明で、それを形にしたのが代表メッセージで、年 5～6 回の研究会、施設見学

会、企画セッション開催という活動情報を部員の皆様に伝達、共有してきた。 

今後は、新しい代表の方針に沿って、よいものは引き継ぎながら、変化する社会・

技術・考え方に対応し、課題解決に寄与し、部会に関与した方が、いつでも立ち寄

って議論できる楽しい廃棄物計画研究部会が継続していくことを願っている。 

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」 
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２．平成 29 年度活動内容 

『新たな廃棄物処理計画の必要な視点』をテーマに計画論を議論し２年目とな

る今年度は、６回の研究会・施設見学会・幹事会、企画セッション、准研究会２

回、関西 G 適時開催を行った。 

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

◇「熱・エネルギー供給と防災拠点を目指す武蔵野市新廃棄物処理施設」 

１２：００ 武蔵野市役所近くレストラン集合 

１２：０５～１２：４５レストランにて昼食兼研究会・幹事会 

１３：００ 武蔵野市役所 西棟 413 号室到着 

１３：０５ 中村代表、武蔵野市クリーンセンター関係者 挨拶 

１３：１５ 武蔵野市より新廃棄物処理施設建設合意形成概要等の説明 

１３：３０ 新廃棄物処理施設関係者より施設概要について説明 

１４：００ 新廃棄物処理施設見学  

１４：４０ 質疑応答 

１５：００ 中村代表挨拶（閉会） 

１５：３０ 見学会終了後、レストランにて研究会・幹事会 

■部会活動議論「活動報告書」「前年度反省」「前年度決算」「今年度活動計画案」 

・第 28 回研究発表大会 9 月 6 日（水）7 日（木）8 日（金）東京工業大学 

年会準備開始：「年会テーマと内容」：活動テーマ（２）“連携”に焦点 

行程表：４月下旬 企画セッション設定と時間帯意思表示 

５月中旬 幹事・顧問で企画セッション概要案作成 

５月下旬 企画セッション概要案に部員の皆様の意見もらう 

５月末締切 企画セッション 趣旨 パネリスト 概要文書 

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

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

 ■話題提供１）「武蔵野市新クリーンセンターについて」武蔵野市中川和郎 氏 

２）「新たな廃棄物処理施設の付加価値の研究」 

荏原環境(株)プラント事業本部 山口茂子氏 

 ■部会活動議論「企画セッション準備」    

「予算」学会から決定額の通知→それに対応し「部会活動」「予算」修正 

□平成 28 年度准研究会・幹事会 6 月 30 日 北トピア 

 廃棄物工学研究所・公立鳥取環境大学シンポジウム 

『電力全面自由化と廃棄物発電』 参加及び幹事会 

 

 



iv 

 

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

■話題提供 

１)「廃棄物処理施設と都市施設を連携で効率化」横浜市中坪学一氏 

 ２）「セメント産業との協働で一般廃棄物処理～導入までの経緯と現状」 

                          日高市 大沢雅之 氏 

■部会活動議論 

 企画セッション概要確定 企画セッション論点、企画セッション迄行程 議論 

行程表：論点をパネリストに提示７月中旬→資料作成８月 18 日締切 

資料作成→9 月 6 日搬入（概算経費見積もり）役割分担確定： 

直前打合せ昼食会日時：9 月 6 日 12：00～ 懇親会：18：30～ 

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

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

≪ 部会総会開催≫ 

■部会活動議論 「修正予算」「修正研究会活動計画」「活動報告書締切日 3/20」 

◆平成 29 年度第 4 回研究会・幹事会 10 月７日（土）三田いきいきプラザ 

 ■話題提供「地域循環事業における中止事例-成功と失敗の実践知」 

                      国立環境研究所 稲葉陸太先生 

 ■部会活動議論    

「企画セッション反省会」「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」 

□平成 28 年度准研究会・幹事会 12 月 7 日 場所 全水道会館 

  廃棄物工学研究所・公立鳥取環境大学シンポジウム 

『廃棄物処理と地球温暖化』               参加及び幹事会 

◆平成 29 年度第 5 回研究会・幹事会 2 月 24 日(土) 三田いきいきプラザ  

■話題提供 「廃棄物管理分野のルールづくりとは？」   

国立環境研究所 久保田利恵子先生      

■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」→1/20 学会申請 

「学術研究部会交流会報告」「代表退任挨拶と新代表選出日程」 

◆◇平成 29 年度第 6 回研究会・幹事会・施設見学会 平成 29 年３月 23 日 

◇施設見学「シタラ興産」日本初 AI 導入でリサイクル 

■部会活動議論「次期代表確定」「次年度活動計画」「次年度予算」「新体制」 

３．出版・報告  

報告：学会誌 VOL.28 No.3 2017【平成 29 年度企画セミナー報告】中村 P.19  

報告：学会誌 VOL.28 No.6 2017【平成 29 年度企画セミナー報告】中村 P.23  
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報告：学会誌 VOL.28 No.1 2017【平成 28 年度研究部会企画セッション報告】 

４．新入会員の紹介  

今年も実力のある若い方々が入部されました。ご活躍が期待されます。 

○北垣 剛    (株)リマテック R＆E(株)事業開発部 

○中森裕之氏   (株)プランテック営業本部 東京支社   

〇斉木祐志氏   (株)プランテック営業本部 東京支社 

〇稲葉陸太氏   国立環境研究所 資源循環・廃棄物センター 

〇久保田利恵子氏 国立環境研究所 資源循環・廃棄物研究センター  

〇原 靖彦氏   荏原環境プラント(株)営業本部 

５．平成 30 年度活動計画予定 

 新代表により、活動方針、活動計画が提示される。 

年会準備：企画セッション参加回答→５月下旬 案作成→６月末概要書確定 

●総会 6 月 1 日 川崎産業会館 

●廃棄物資源循環学会研究発表大会  9 月 12，13，14 日 名古屋大学 

≪企画セッション≫『これからの「廃棄物処理計画」に必要な視点（３）』 

 

 

 

 



 



 

 

１．  部会活動報告 

 

１.１ 平成２９度 廃棄物計画研究部会活動 

本年度の主な活動は表１－１のとおりである。 

表 1-1 平成２９年度 廃棄物計画部会 部会活動  
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１.２  研究会 議事録 

 

１．２．１ 第 1 回  廃棄物計画研究部会 研究会議事録 

開催日時：平成 29 年 4 月 14 日（金） １１：３０～１２：４５   

開催場所：「味の民芸・吉祥寺北町店」 

出席者 ：北垣、鮫島、白川、鈴木、中川、中村、橋本、松山、三品、山口、 

山下、臼井(記 )(50 音順敬称略) 

配布資料：  

資料１．平成 29 年度  第 1 回  廃棄物計画研究部会 研究会・幹事会議事次第 

資料２．平成 28 年度廃棄物計画研究部会活動報告書 巻頭言（中村） 

■研究会・幹事会議事内容 

１．中村代表の挨拶 

２．本日の予定 

・施設見学会（武蔵野市役所西棟 413 号室及び新廃棄物処理施設）13:00～ 15:00 

武蔵野市新廃棄物処理施設 建設合意形成経緯、廃棄物処理計画、施設の説明 

     〃     〃      施設見学、質疑応答 

・施設見学終了後、武蔵野市役所からバス（15 時 20 分発）で吉祥寺駅に移動 

・吉祥寺駅ビル・アトレ東館 B1F「立田野茶寮 アトレ吉祥寺店」15:45～ 16:15 

３．今年度の活動計画について 

・本日が第１回研究会・幹事会で、第２回を６月に、第３回を７月、第４回を

８月に予定している。 

・今年も秋の廃棄物資源循環学会研究発表会にて廃棄物計画研究部会主催の企

画セッションを予定する。 

・今年の廃棄物資源循環学会研究発表会（第 28 回）は９月６日から８日に東

京工業大学大岡山キャンパスで予定されており、例年のスケジュールだと６

月中には企画セッションの概要をまとめる必要がある。 

・今年の企画セッションのテーマは『新たな廃棄物処理計画に必要な視点（２）

－環境保全、資源効率、熱・エネルギー供給、災害対応、コスト効率ー』で、

市町村の廃棄物処理計画に焦点を当てる。 

・発表及びパネリストとして、昨年の企画セッションでお世話になった和歌山

市、２月の見学会でお世話になった日高市に打診をしている。 

・次回の第２回研究会・幹事会では武蔵野市について中川さん或いは山口さん

に話題提供していただき、その後、内容を詰めて、企画セッションで発表し

ていただく。 

・企画セッションでのパネルディスカッションのコーディネーターは北海道大
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学の石井先生にお願いしている。 

・企画セッション後は、第５回の研究会を 10 月か 11 月に、第６回、今年度

後の研究会を１月か２月に開催する予定。 

４．今年度の活動予算要求について 

・平成２８年度の支出は、成果報告書の印刷製本費用で調整し、予算通りとし

た。 

 （予算 265,000 円、決算 264,909 円）  

・平成２９年度は当初 329,000 円の予算を要求したが、学術研究委員会より減

額依頼があり、283,000 円に減額し、予算要求している。 

・要求に対する返事はまだ来ていない。 

５．次回の予定 

・次回、第２回研究会は６月３日（土）三田いきいきプラザ（集会室Ｂ）にて

開催する。 

                                       

１．２．２ 第 2 回  廃棄物計画研究部会 研究会議事録  

開催日時：平成 29 年 6 月 3 日（土） ９：３０～１１：４５   

開催場所：「三田いきいきプラザ」集会室Ｂ 

出席者 ：石井、橋本、田中、中村、白川、松山、中川、松島、山口、北垣、 

三品、臼井(記 )(50 音順敬称略) 

配布資料：  

資料１．平成 29 年度  第２回 廃棄物計画研究部会 研究会・幹事会議事次第 

資料２．年会企画セッション意向調査回答状況（学術研究委員会：5/17 現在） 

資料３．武蔵野クリーンセンターの用地選定（中川） 

資料４．見学会報告 

「日高市の一般廃棄物処理を太平洋セメントが引き受けている事例」 

資料５．全国ごみ処理施設探検隊「資源循環局金沢工場（神奈川県横浜市）」 

資料６．ごみの分別収集からごみ発電に移行（和歌山市） 

資料７．昨年度企画セッションの論点等資料（中村） 

資料８．今年度企画セッション概要案（中村） 

資料９．学会「廃棄物資源循環学の体系化」資料（中村） 

資料１０．准研究会 シンポジウム 

「低炭素社会の実現に向けて～廃棄物処理と温暖化対策～」案内） 

■研究会・幹事会議事内容 

１．中村代表の挨拶 

２．話題提供 
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１）「武蔵野市新クリーンセンターについて」  

武蔵野市  中川  和郎  氏  

・初代武蔵野クリーンセンターの用地選定について、建設特別市民委員会の議

事録から、委員会設置の経緯、市民参加方式を用いた委員会の仕組み、用地

選定への経緯を説明していただいた。（資料３「武蔵野クリーンセンターの

用地選定」） 

・今回の企画セッションは、市町村の廃棄物計画に必要な視点を議論すること

にしている。連携をキーワードとしてのセッションを進める方向で検討して

おり、武蔵野市は、市民との合意形成の歴史を背景に新クリーンセンターの

建設に至っており、新クリーンセンター建設にいたる経緯を踏まえ、住民の

合 意 形 成 が ど の よ う に 計 画 に 反 映 さ れ た か を 行 政 の 視 点 で 話 して い た だ き

たいという意見が出た。 

２）「廃棄物処理施設の付加価値に関する考察」 

 荏原環境プラント(株)  山口茂子 氏  

・人とつながる開かれたごみ処理施設（環境啓発施設）の運用ということで、

武 蔵 野 市 新 ク リ ー ン セ ン タ ー で 市 民 サ ー ビ ス 関 係 の 立 上 を 担 当し て い る 関

係から、公共施設計画のあり方、つながる公共施設、ごみ処理施設の役割、

付加的機能等について、事例を踏まえてお話していただいた。 

・武蔵野市に関連したところと重要な部分に絞り、運営の事業者と市あるいは

住民との連携について発表をしたらどうか、市民のニーズを取り込んで、市

民との連携の下で、今の展開が出来ているという流れを話していただけたら

等の意見が出された。 

３．9/6 研究発表大会企画セッションについて 

・日高市では 2002 年から、既存の焼却処理を止め、太平洋セメント㈱埼玉工

場で市内で発生する可燃ごみのセメント資源化処理を行っている。（資料４

日高市見学会報告） 

・日高市からは企画セッションでの講演、パネルディスカッションへの参加に

ついて了解をいただいている。 

・日高市の担当者には、太平洋セメントとどのような経緯で可燃ごみの処理を

してもらうこととなったか、住民にどのような説明をして合意を得たか、住

民との合意をどのように計画に反映したか、３者の連携を計画に反映させた

プロセス、現在の成果について話をしてもらう予定。 

・資料５は横浜市金沢工場の資料で、周辺施設と連携してエネルギーや残渣等

の相互協力をしているということで、講演をお願いしていたが、行政部会で

講演するということで、講演していただけないこととなった。 
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・資料６は和歌山市で、今まで資源ごみとして分別収集していたプラスチック

製容器包装を一般ごみとして回収し、焼却してごみ発電による有効利用に移

行している。企画セッションへの参加を打診したが、外部からの問合せが多

く、東京での講演には対応できないという回答であった。 

・資料９は今年度の企画セッション概要案で、この段階では横浜市を候補とし

ていたが、参加できないということで、日高市の大沢様、和歌山市の中川さ

ん、事業者の立場で武蔵野市との連携を踏まえて全国的な事例を紹介してい

ただくということで山口さんにお願いする。 

・パネルディスカッションのコーディネーターは石井先生にお願いする。 

・連携については、ハード的な連携、住民との連携、運営事業者との連携等い

ろいろあるので、どこを論点にするか、今後検討する。 

・副題についても、住民、連携等もう少し柔らかくなるよう今後検討する。 

・企画セッションの時間構成は代表挨拶５分、各発表 15 分でトータル 45 分、

パネルディスカッション 40 分とする。 

・その他、時間の流れについて議論に入れて欲しい、連携の中でのステークホ

ルダーを定義した方がよい、そもそも何のために連携するのか等の意見が出

された。 

４．今後の日程 

・７月８日（土）に次回の研究会・幹事会を行い、企画セッションのストーリ

ーと論点、企画概要書を確定する。 

・第４回の研究会を８月１9 日（土）に予定をしているが、第３回研究会での

進捗状況により開催の有無を決定する。 

・企画セッションの発表用ＰＰＴは８月 18 日までに作成していただく。 

・９月６日の企画セッション後に懇親会を行う。臼井（橋本）で会場を探す。 

・10 月６日に学会の企画運営委員会企画の「ＡＩ導入で資源循環廃棄物処理に

画期的変化が始まる」というシンポジウムを北とぴあで開催する。 

・研究発表会後の第４回研究会は 10 月７日（土）に行う予定とする。 

５．廃棄物資源循環学の体系化について 

・島岡会長の意向で「廃棄物資源循環学の体系化」をまとめるという打合せが

６月１日にあった。（資料９） 

・学生、若手がテキストとして使える本のシリーズ化を考えており、執筆可能

な部会から取組みを始めるということで、埋立部会、焼却部会が取組みには

入れるとのこと。他の部会はすぐには難しい。 

・計画部会も今すぐには取り組めないという回答をしている。 

・当面は中村代表と臼井幹事長で対応する。 
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６．准研究会について 

・６月 23 日（金曜日）１３時２０分より北とぴあにて田中勝先生のシンポジ

ウムが行われる。（資料 10）、例年通り、このシンポジウムを准研究会とする。 

７．その他 

・廃棄物資源循環学会 ７月 25 日に北九州にてＰＣＢシンポジウムを開催す

る。 

・北海道大学 ８月 25 日に東京の全国町村会館で寄附講座シンポジウムを開

催する。 

８．次回研究会 

・第３回研究会・幹事会は７月８日（土）の９時 30 分から 12 時までとする。 

・会場は三田いきいきプラザの集会室 C を予約している。 

 

１．２．３ 第 3 回  廃棄物計画研究部会 研究会議事録 

開催日時：平成 29 年 7 月 8 日（土） ９：００～１２：００   

開催場所：「三田いきいきプラザ」集会室Ｃ 

出席者 ：石井、鮫島、白川、中川、中村、橋本、松島、山口、山下、 

中坪（横浜市）、大沢（日高市）、中森（㈱プランテック） 

臼井(記 )(50 音順敬称略) 

配布資料：  

資料１．平成 29 年度  第３回 廃棄物計画研究部会 研究会・幹事会議事次第 

資料２．第 28 回研究発表会時間割（案） 

資料３．東京工業大学大岡山キャンパス 所在地とアクセス 

資料４．東京工業大学大岡山キャンパス内マップ 

資料５．廃棄物計画部会企画セッション概要案（中村） 

資料６．企画セッション論点たたき台資料（中村） 

資料７．話題提供資料 

「セメント産業との協働で一般廃棄物処理～導入までの経緯と現状～」

（日高市 大沢） 

資料８．話題提供資料 

「人とつながる開かれたごみ処理施設の運用～武蔵野クリーンセンター

の「つながる」付加機能～」（荏原環境プラント㈱ 山口） 
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■研究会・幹事会議事内容 

１．中村代表の挨拶 

２．話題提供 

１）「廃棄物処理施設と都市施設を連携し効率化」 

 横浜市  中坪 学一  氏  

横浜市の廃棄物管理の概要を紹介していただき、その後、都市施設、市民・事

業者、他分野との連携とその成果について発表していただいた。 

都市施設との連携については、市民利用施設の併設、温水プール等への熱利用、

周辺施設への電力の供給および金沢区役所、横浜シーサイドラインにおけるエネ

ルギーの地産地消事例について説明していただき、市民・事業者との連携では、

環境事業推進委員の活動、資源集団回収および食べきり協力店事業について、他

分野との連携では、福祉政策等との連携による高齢者や障害者へのごみだし支援

等のふれあい収集、ごみ屋敷対策、国際技術協力等煮について紹介していただい

た。 

○質問等 

・市街地に立地している清掃工場は？⇒都筑工場、旭工場が市街地に立地して

いる。 

・10％の発生抑制に対しての具体的な施策は？⇒マイボトル、マイバッグ、食

ロスの削減等のライフスタイルの転換を訴えている。また、原単位を提示し

啓発を行っている。 

・部会が提示した表題より少し巾が広い発表になっているが、内容的には問題

ないと思われる。他の方の発表とのバランスで、内容に即した表題に変える。 

・金沢工場周辺地域でのエネルギー連携をもう少し詳しく紹介していただく。 

２）「セメント産業との協働で一般廃棄物処理～導入までの経緯と現状～」 

                        日高市   大沢  雅之  氏  

サブタイトルを変更した。はじめに、日高市の概要を紹介していただいた。 

新施設の建設計画が進まず、ダイオキシン類の規制強化の動きから、老朽化し

た焼却設備の改修が必要となった際に、太平洋セメント㈱埼玉工場から遊休施設

（セメントキルン）を活用してのごみ資源化処理の提案があった。市としても新

しい施設を建設せずにごみ処理が継続できるのであればということで、行政と企

業が協働したごみの資源化処理の実現に動いた。その後、地元への説明、実証試

験を行い、平成 14 年から本格稼動している。 

太平洋セメント㈱埼玉工場における一般廃棄物処理の概要について、ビデオで

紹介していただいた。 
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○質問等 

・容リプラはどうしているか？⇒日高市では容リプラの資源化は行っていない。

可燃ごみとして収集している。 

・事業系ごみの処理料金は？⇒10 キロ当り 240 円となっている。 

・ごみの処理量とセメントの生産量の関係は？⇒埼玉工場の年間セメント生産

量は約 150 万トン、これに可燃ごみが 1.5 万トン程度。 

・平成 14 年から民間との協働を継続していて、その間になにか問題点はなか

ったか？ 

⇒ごみ量が増え、経費がかかった時期があったが、分別の徹底、水切り等の啓

発を行い、現状ではごみ量は減っている。 

・塩素分等、セメント工場からこれは入れられない等の要求はなかったか？⇒

金属だけが問題で、他の要求はなかった。 

・他市のごみを入れているのか？⇒地元説明会で他市のごみは入れないという

約束をしている。 

３）「廃棄物の処理施設建設過程における住民との合意形成～熱エネルギー供給と

防災拠点を目指して」 

                       武蔵野市  中川  雅之  氏  

武蔵野市の概要、ごみ問題の経緯、市民と連携して建設した新クリーンセンタ

ーの立替の経緯を紹介していただき、新武蔵野クリーンセンター施設まちづくり

委員会、周辺整備協議会、町内推進本部、新武蔵野クリーンセンター施設基本計

画策定委員会等で定めた建設方針の内容、新クリーンセンターの配置、熱利用、

災害対応、運営協議会の内容、今後の課題等について発表していただいた。 

○質問等 

・余熱利用施設として、電気は市役所の庁舎、コミュニティセンター、総合体

育館に供給している。熱については、市役所の庁舎、総合体育館、中学校の

温水プールに供給している。 

これらを具体的な連携の形として、１枚のＰＰＴに整理し発表していただく。 

・災害時のガスコージェネで、災害時にガスの供給が止る可能性もある。ガス

だ け で よ い の か ？ ⇒ 武 蔵 野 市 で は 大 口 径 で 耐 震 性 能 の 高 い ガ ス配 管 を 敷 設

しており、ガスの供給が止ることはないと考えている。 

４）「人とつながる開かれたごみ処理施設の運用～武蔵野クリーンセンターの「つ

ながる」付加機能～」        荏原環境プラント㈱ 山口  茂子氏 

長 期 包 括 事業 の 中 で 武 蔵 野 市 ク リ ー ン セ ン タ ー の 運 営 管 理 を 担当 し て い る 民

間企業の立場から、公共施設全般の計画のあり方、ごみ処理施設の役割を説明し

ていただき、武蔵野クリーンセンターにおけるヒトと施設がつながるための付加
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機能についての事例を紹介していただき、民間の事業者として今後 20 年間の運営

を通じての連携として、何を目指していくかについて発表していただいた。 

 

○質問等 

・短くうまく整理できている。 

・海外からの見学者は？⇒姉妹都市の団体等が来ている。韓国の方が多く来ら

れている。 

３．企画セッションについて 

１）研究発表会の会場と企画セッション概要について 

・計画研究部会の企画セッションは、9 月 6 日 (水 )15:15～ 16:45、第 5 会場 (西

3 号館 2 階 W323)となっている。（資料２，３，４） 

・廃棄物計画部会企画セッション概要案（資料 5）で、副題をもう少しやわら

かい表現でという話が前回の研究会であり、副題を「各セクターとの合意形

成で実現した“連携”で成果」とした。 

２）各発表について 

①横浜市大坪氏 

・話題が少し広がっているが、時間的にも問題なく、良いと思う。 

・連携を意識していただいた発表で、都市施設がハードの連携、市民・事業者・

他分野との連携がソフトの連携となっている。ソフトの連携では相手が誰か

が重要で、横浜市の場合は、廃棄物を出す人、事業推進委員、福祉分野との

連携、国際分野との連携等、前回の研究会で議論した項目が入っており、こ

れでよいと思う。 

・連携した結果の効果、成果があれば付け足していただくと議論しやすい。 

②日高市大沢氏 

・説明のコメントをもう少し絞る。 

・ＰＰＴの日高市の見所を１枚にまとめる。 

・太平洋セメントと協働のごみ処理の導入の経緯が発表のポイントで、太平洋

セメント㈱埼玉工場から提案があり、住民との合意形成がなされ、連携が具

体化していく経緯をもう少し詳しく発表する。 

・日高市のごみ処理の概要を 1 枚追加し、発表していただく。 

・セメント工場では焼却灰をセメント原料としているところが多い。他の事例

との比較も話してもらいたい。 

・自治体には一般廃棄物の処理責任があり、一民間企業の提案を簡単に受ける

ことは難しい。そのような意味で自治体と事業者とどのようなやり取りをし

たか、自治体として苦労したこと等を話していただけると参考になる。 
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③武蔵野市中川氏 

・時間が限られているので、余熱利用の話を 1 枚で入れていただき、白煙防止

についても、1 枚程度にまとめて、話を絞ってもらいたい。 

・付帯設備の説明で山口さんの写真と同じ写真があるので、削る方向で検討し

て欲しい。 

・発表の中で、経緯として３工場出てくるが、初めて聞く人には理解し難いの

ではと思う。発表の対象となっている新工場を中心にスライドを構成しても

らえば、前半のスライドをある程度省略できると思う。 

・市民との連携があり、過去の環境問題で苦労されたことと、新クリーンセン

ターを作るときの施設と周辺整備協議会との関係を過去の経緯も含め、しっ

かり話してもらいたい。 

・熱については他部局との連携なのできちんと話してもらいたい。 

・新クリーンセンターの特徴をまずメインにして、それがどうしてこうなった

かというところで過去の市民との連携、協議会との連携、熱等の事業者との

連携というように整理してもらいたい。 

・ 後のＰＰＴを山口さんの発表に  がるように、「それでは今新クリーンセ

ン タ ー の 運 営 を 担 っ て い る 荏 原 環 境 プ ラ ン ト の 山 口 さ ん に バ トン タ ッ チ す

る」としたらどうか。 

④荏原環境プラント㈱山口氏 

・始めの切り口が公共施設計画となっている。対象がオープンの場でこれから

関心を持ってもらいたい方等、他の発表者と違った市民を相手にした連携に

なっている。スタンスを明確にして発表してもらうとわかり易い。 

・廃棄物処理施設が限定された人だけでなく、普通の市民の方に開かれた施設

となる可能性を示すことが出来る発表になるのではと思う。 

・ＰＰＴはかなり整理していただいたので、ほぼこれでよい。 

⑤その他 

・それぞれの課題を連携して解決し、一定の成果が出たというのは理解できた

が、今後の展望ということで、この先、何を目標にして、どう解決していく

かということを 後に議論できたらと思う。 

３）論点について 

・「企画セッション論点たたき台資料（資料６）を中村代表より説明 

・論点のたたき台として「どのような合意形成で連携を可能にしたか」「連携

を成功させる留意点」に加え、「廃棄物処理計画に必要な視点」的な計画か

らの論点も必要ではないか。 

・発表者が話したくて、聴衆の皆さんが聞きたいと思われることは、「なんで
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そのような連携を模索したのか」「苦労をしたところやどのような課題があ

ったか」だと思う。 

・連携した後、計画の目標に合せて、どのように調整あるいは 適化したかと

いった点も論点になる。 

・石井先生に論点を文章化していただく。 

・７月３１日の月曜日までに修正発表案を臼井まで送付していただき、石井先

生、中村代表に転送し、確認していただく。 

・ 終発表原稿は、8 月 18 日までに臼井まで送付していただき、参加者への配

布資料を印刷製本する。 

・昼食時の場所、懇親会の場所は臼井が探し、予約する。 

・会場決定後、代表メッセイジと企画セッション出欠を取る。 

・ビデオを放映する予定があり、音声等の設備があるか、机等を調達できるか

を確認する。（臼井） 

４．次回研究会 

・次回は企画セッションとし、第 4 回研究会は 10 月 7 日（土）の予定とする。 

 

１．２．４ 第 4 回  廃棄物計画研究部会 研究会議事録 

開催日時：平成 29 年 10 月 7 日（土） ９：３０～１２：００   

開催場所：「三田いきいきプラザ」集会室Ｂ 

出席者 ：北垣、白川、田中、中川、中村、丹羽、橋本、松島、山口、山下、 

中森、稲葉（国立環境研究所）、臼井(記)(50 音順敬称略) 

配布資料：  

資料１．平成 29 年度  第４回 廃棄物計画研究部会 研究会・幹事会議事次第 

資料２．「地域循環事業における中止事例―成功と失敗の実践知」（稲葉） 

資料３．平成 29 年度企画セッション参加者名簿（臼井） 

資料４．平成 29 年度企画セッションアンケート集計結果（臼井） 

資料５．平成 29 年度秋季シンポジウム 

「低炭素社会の実現に向けて～埋立処分量を 小化する処理システム～」（田中） 

■研究会・幹事会議事内容 

１．中村代表の挨拶 

『新たな廃棄物計画に必要な視点』のテーマで昨年は、重要性を増した都道府

県廃棄物処理計画のあるべき姿の議論をし、今年はその議論を受け“連携”で成

果を上げている関東の自治体事例を発表していただき、連携のコツを議論した。

どちらかというと上手く行っている事例を取り上げてきた。本日の話題提供は失

敗事例からの教訓を今後に活かす研究を国立環境研究所の稲葉先生からお話しい
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ただくことにした。計画を考える上で失敗事例の教訓も必要な視点である。部会

研究活動に対しご示唆いただくことになるだろう。 

話題提供議論の後、企画セッション反省をし、今後の研究活動に関する意見交

換をする。 

２．話題提供 

１）「地域循環事業における中止事例―成功と失敗の実践知」 

国立環境研究所 稲葉 陸太  氏  

メタン発酵、堆肥化等の地域循環事業をウェブ調査して抽出した事例（事業

化調査で中止した事例、施設計画段階で中止した事例、モデル事業段階で中止

した事例、稼動後施設を休止或いは廃止した事例）についてヒアリングした結

果も含めて説明していただいた。 

中止事例を調査した結果、やむを得なく中止した例もあり、事業の中止を失

敗と評価することが難しいこと、また、経緯から判断すると中止の理由が不自

然な例もあり、事業の成否の評価基準についての議論や事例を詳細に分析し、

継続と中止、成功と失敗を分ける要因に関しての実践知が必要であるとのこと

であった。 

さらに、失敗学について「失敗学のすすめ」（畑村洋一郎）、「失敗の本質 日

本軍の組織論的研究」（戸部良一ら）「地域再生の失敗学」（飯田泰之ら）の文

献より、失敗学とは、失敗原因の分類、失敗情報の伝え方、失敗知識データー

ベース、地域再生の失敗学等について話題提供していただいた。 

○質問等 

・事業主体が自治体の場合は失敗することが許されないという前提で継続して

いる場合がある。 

・中止した事例についてきちんとリスクを抽出していたかが疑問である。 

・制約条件の変化が原因での中止・失敗事例がある。経営工学やオペーレーシ

ョンリサーチによる戦略作成が必要と思う。 

・中止事例がどのようにすれば成功できるか、継続事例がどうして継続できて

いるか等が整理できれば良いと思う。 

・失敗事例からの調査が大事だと改めて感じた。 

・継続している事例でも、自治体の事情でどんなに費用がかかっても中止にで

きない例もある。 

・科学的根拠をベースに国民に分かりやすく知らせるプロジェクトが欲しい。 

等の意見、質問が出され有益な議論ができた。 
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３．部会活動議論 

１）9/6 研究発表会企画セッションについて 

①企画セッション参加者名簿（資料 3）  

・名刺と名簿への記入者（計画部会員以外）は 53 名、発表者と計画部会員が

23 名で合せて 76 名であった。  

②アンケート調査結果（資料 4）  

・参加者は大学、研究者、財団の方が多く、年代的には 40％が多く、40 代、

50 代、 60 台で 72%だった。動機に関しては、「廃棄物計画の今後の方向性に

興味関心がある」が 47%と多かった。 

・満足度の回答では「満足できた」が 53%、「まあまあだった」が 40%であった。 

・意見では、参考になった、自治体の生の声が聞けて良かったという意見が多

かった一方、定量的な評価が欲しい、時間が足りなかった、質疑時間が欲し

かった等が出されていた。 

２）活動計画について 

・田中先生のシンポジウム（資料 5）が 11 月 29 日（大阪）、12 月 1 日（東京）

で開かれる。准研究会とする。 

・ 1 月か 2 月の初めに学術研究交流部会があり、それを受けて第 5 回研究会を

行う。 

・北垣さんの都合が合えば、第 5 回研究部会の話題提供を北垣さんにお願いす

る。 

３）活動予算について 

・予算的には総会のときと変わっていない。 

４）活動報告書について 

・今年も活動報告書を作成する。 

・原稿の締め切りは 3 月 20 日とする。 

・話題提供について話したい、聞きたいということがあれば、提供して欲しい。 

５）新入会員 

・㈱プランテックから斎木さん、国立環境研究所から久保田さんが入会した。 

４．次回研究会 

・次回、第５回研究会は学術研究交流会後の予定とする。 
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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 30 年 2 月 24 日（土） ９：３０～１２：００   

開催場所：「三田いきいきプラザ」集会室Ｂ 

出席者 ：石井、押谷、尾葉石、久保田、斎木、白川、田中、中村、中川、橋本 

堀井、松島、三品、山口、山下、原（荏原環境プラント） 

臼井(記 )(50 音順敬称略) 

配布資料：  

資料１．平成 29 年度  第５回 廃棄物計画研究部会 研究会・幹事会議事次第 

資料２．「廃棄物管理分野のルールづくりとは？」（久保田） 

資料３．平成 29 年度  研究部会・学術研究委員会 意見交換会（臼井） 

資料４．平成 30 年度  廃棄物計画研究部会予算案について（橋本） 

資料５．平成 29 年度  廃棄物計画研究部会研究活動報告 

作成予定及び原稿依頼（臼井） 

資料６．日本政府 SDGs 取組み方針、第 5 次環境基本計画、第 4 次循環型社会形成

推進基本計画方針と施行日程 資料（中村） 

資料７．武蔵野クリーンセンター  運営協議会だより 68、武蔵野ごみニュース

vol.19、グッドデザイン賞 受賞記念講演会パンフレット、第 25 回 TAMA

とことん討論会パンフレット（中川） 

■研究会・幹事会議事内容 

１．中村代表の挨拶 

今年度の第５回研究会で、今年は始めての研究会です。前回は国立環境研究所

の稲葉先生から「地域循環事業における中止事例―成功と失敗の実践知」という

テーマでお話をしていただいた、今回は同じ国立環境研究所の久保田先生から廃

棄物管理分野のルール形成における標準化や認証制度のあり方、インパクト、使

い方についてお話していただきます。 

２．話題提供 

１）「廃棄物管理分野のルールづくりとは？」  

国立環境研究所  久保田 利恵子氏 

ルールという言葉の意味、ルールづくりとは、行政法のルールづくりの仕組み、

廃棄物管理分野の行政ルール、ビル・ゲイツ財団が支援した技術導入におけるル

ール構成の実例、国際標準化に日本が参加する難しさ等について話題提供をして

いただいた。 

話題提供後、下記のような意見等が出され、活発かつ有意義な議論を行うこと

が出来た。 
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○質問等 

・廃棄物の問題を解決の中でもいろいろなルールがある、住民の理解を得て作

られるというルールもある。日本の技術をニーズに合った形に直して、アジ

アに進出している動脈産業の事例を参考にする必要がある。日本だけの主張

ではなく、アジアの声を集約して対応する必要もある。（田中先生） 

・ 近アジアでは 近、不法投棄が問題になっており、日本のマニュフェスト

システムを紹介するのも意味がある。（堀井さん） 

・日本の水銀技術普及について、野村興産、味の素がマレーシア等の国へ水銀

の処理を売り込もうとした事例の話を聴いた。マレーシアでは基準も決まっ

て い な い し 国 と し て 現 状 で 問 題 が な い の で す ぐ に は 何 も で き ない と い う 話

だった（尾葉石さん） 

・浄化槽のように国内に規格がない場合があり、国際的な規格を作るのは難し

いのではないか？（白川） 

・アジアのルールを作るという方向が戦略的に正しいと思われる。日本の強み

はアジアでは弱みになる場合もある。（石井先生） 

３．部会活動議論 

１）研究部会・学術研究委員会 意見交換会の報告（臼井、中村資料 3）  

・学術研究委員会の意見交換会が１月 30 日に行われた。資料３はその際の配

布資料。 

・春の研究発表会が 6 月 1 日（金）、川崎市産業振興会館で行われる。 

・来年度の研究発表会は 9 月 12 日から 14 日に名古屋大学で開催される予定。 

・企画セッションのスケジュールとしては、実施の意向確認が 3 月末、7 月上

旬までに参加案内の原稿提出、7 月末に部会企画の 終確認をするという予

定になっている。 

・新しい研究部会「情報技術活用研究部会」が承認された。 

・研究部会規則の一部改正があった。 

２）次年度の研究活動計画について（中村 資料３、６） 

・3 月 31 日迄に企画セッションの意向を回答するが、企画セッション実施方向

で進める。 

・ 6 月上旬に参加案内の原稿依頼が来るが、5 月末までに、大体のテーマとパ

ネリストの候補を決める。 

・ 7 月上旬に参加案内の原稿締め切りとなるので、6 月末迄にテーマ、パネリ

ストの候補をほぼ決め、原稿を書けるようにする。 

・ 7 月の下旬に 終確認があるので、これまでにテーマ、パネリスト、おおよ

その論点を確定していく。 
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・次年度も見学会を含めて 5 回から 6 回の研究会を行う。 

・今期は『新たな廃棄物計画に必要な視点』というテーマで研究している。今

年が 2 期目で次年度は 終年度の 3 期目となる。 

･今期テーマ 1 年目は過去 2 期の『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』テーマを踏まえ、重要性が増してきた「都道府県廃棄物

処理計画」について研究を進め、2 年目はキーワードとなる“連携”で成果

を出している市町村の事例について研究を進めて来た。3 年目は、成功だけ

で な く 失 敗 事 例 や 国 際 的 な 動 き 等 に つ い て 話 題 提 供 を い た だ き議 論 し て い

る。『計画廃棄物処理計画に必要な視点』では、国際的な SDGs への取組み、

第 5 次環境基本計画、第 4 次循環型社会形成推進計画との関連も考慮し企画

セッションを構成出来たらと考えている。 

３）次年度の活動予算について（橋本 資料 4）  

・基本的には今年度と大きく変わらない。 

・学会から 5％の減額要請があり、本年度より 5％減額した予算になっている。 

・ 2 回の見学会を含めて 6 回の研究会、2 回の准研究会、名古屋での年会と報

告書の作成を柱に予算を組んでいる。 

４）活動報告書について（臼井 資料 5）  

・今年も活動報告書を作成する。 

・原稿の締め切りは 3 月 20 日とする。 

・積極的に研究結果を活動報告としてまとめていただき、報告していただきた

い。 

・活動報告書の製本版を、計画研究部会が今年度活動した報告として学術研究

委員会、学会事務局に提出する。 

５）今年度の活動執行状況とまとめ（中村 資料６） 

・日本も 2016 年から 2030 年に向けて SDGs モデルの具体化に取り組むという

姿勢を見せており、SDGs の考え方の反映を基本の柱の一つとした第五次環境

計画が 3 月に、循環型社会形成基本計画が 6 月初め位迄閣議決定されるよう

である。 

・このような社会の動きをにらみながら、廃棄物計画研究部会の研究活動を活

動計画に基づき予定通り進めて来た。各研究会も毎回 15 名位の参加者があ

り、新入部員も目標通り若手 5 人が入部し、活動目的、目標をクリアしたと

考えている。 

・次年度は、社会の動き、稲葉先生、久保田先生の話等を取り入れながら、企

画セッションに向けて進めていくのではどうかと思っている。 

・私（中村）が代表となり、8 年が経過した。そろそろ世代交代の時期と考え
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ている。立候補を募って幹事会で決めて行きたい。 

・次年度は 3 年 1 期の 3 年目であり、継続性に考慮し、幹事長、総務、会計等

の幹事は交替せずに、このまま 1 年間継続していただきます。その後、新代

表の元、若手世代に幹事交代していくのはどうかと考えている。 

６）その他 

・武蔵野市中川さんより、武蔵野市クリーンセンターのグッドデザイン賞 受

賞記念講演会（2 月 25 日、武蔵野クリーンセンター2 階ホールにて）および

AMA とことん討論会（3 月 17 日、アウラホールにて）の紹介があった。 

４．次回研究会 

・次回、第 6 回研究会は㈱シタラ興産 サンライズ FUKAYA 工場の国内初のＡ

Ｉ選別ロボットシステムを見学する。 

・日程等は以下の通り。 

 日時：3 月 23 日（金曜日） 12 時  高崎線籠原駅改札前に集合 

 研究会・幹事会兼昼食後、移動し見学会(13:30 から 15:00 の予定)    

 

１．２．６ 第 6 回  廃棄物計画研究部会 研究会・見学会議事録 

開催日時：平成 30 年 3 月 23 日（金）；12： 00～   

開催日時：平成 30 年 3 月 23 日（金） １２：００～１３：００   

開催場所：「タリーズコーヒー イーサイト籠原店」 

（埼玉県熊谷市新堀 713 イーサイト籠原 2F 電話番号：048-577-6800）  

出席者 ：尾葉石、片柳、鈴木、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 29 年度第６回 廃棄物計画研究部会 研究会・幹事会議事次第 

資料２．計画部会代表立候補表明書（石井） 

●研究会・幹事会議事内容 

１．中村代表の挨拶 

私が代表の部会活動は、本日の第 6 回研究会・幹事会・施設見学会で 後にな

る。 

H22 年 8 月から北大古市教授から引き継ぎ約 8 年になるが、活動方針に沿い、

社会課題と廃棄物処理計画をリンクさせてテーマを設定し活動計画を立て、部会

内外とのコミュニケーションをとりながら活動を進めてきた。『災害廃棄物分別・

処理実務マニュアル』や部会主催災害廃棄物処理外部発信セミナー等の成果とと

もに、企画セッションでは常に参加者が 1，2 位となり、学会員の関心に貢献して

きたという自負がある。これもひとえに幹事長を中心とした幹事会の皆様のサポ

17



 

ートと部員の皆様の協力の賜物である。感謝の意を表したい。本日は新代表の決

定と 新の AI ロボット導入施設見学会を行う。 

２．本日の予定 

 下記の予定を確認した 

・研究会・幹事会終了後、三品さんの車とタクシーで移動 

・施設見学会（～15:30）  

㈱シタラ興産 サンライズ FUKAYA 工場（埼玉県深谷市折之口 1977）  

・見学会終了後、籠原駅にて解散 

３．新代表の立候補結果について 

北海道大学 石井先生の「計画部会代表立候補表明書」を出席者全員で一読し、

話し合った結果、全会一致で平成 30 年度からの代表に石井先生を選出した。 

さらに、中村代表より、本研究会・幹事会に欠席の顧問及び幹事の方々へ、石

井先生の立候補表明書を送り、立候補者が石井先生だけであったことを事前に伝

えているとともに、主だった顧問の方々には直接、電話等で話をして了解を得て

いるという説明があった。 

４．活動報告書の作成状況 

原稿は集まっており、成果報告書として整理中で、今日の議事録、シタラ興産

の施設見学会の報告を早急にまとめ、活動報告書に間に合わせるという説明があ

った。 

研究報告としては、小崎さん、中川さん、橋本さんから原稿をいただいた。 

５．次回の研究会 

H30 年度第 1 回研究会（新・旧代表出席） 

日時：4 月 14 日（土）9:30～  

場所：中央区環境情報センター 
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１．３　廃棄物資源循環学会企画セミナー報告

１．３．１

（企画者）

（報告者）
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【平成 29年度廃棄物資源循環学会企画セミナー報告】 

１．３．２ ＡＩ導入で資源循環・廃棄物処理に画期的変化が始まる 

中村恵子（健康・環境デザイン研究所）企画者 

吉川克彦（株式会社エックス都市研究所）報告者 

平成 29 年 10 月 6 日、当学会企画運営委員会による「AI 導入で資源循環・廃棄物処理に画期的

変化が始まる」と題したセミナーを開催した。参加者は 90 名を超え、大盛況であった。 

当学会理事・企画運営委員会副委員長中村恵子より、3 月 3 日の「情報技術（アプリ・ＩｏＴ

等）による資源循環・廃棄物処理事業の新展開」セミナーに続く、今回セミナーの「人々の耳目

をひきつけている“AI”と資源循環・廃棄物処理の現在と今後の展開についてご紹介、議論

するという」企画趣旨、日程説明の開会挨拶後、「決定版 AI 人工知能」著者 NTT データ技術

開発本部の樋口晋也氏より「AI の基本知識と社会変化～人と AI は共生できるのか」について基

調講演を頂いた。 

第 1 部「AI と日本の政策」で、IoT・ビッグデータ・人工知能がもたらす変革の姿や時期（産

業構造、就業構造、経済社会システムの変革）、②ビジネスチャンスの可能性、③官民が行う

べき対応（規制制度改革、研究開発・設備・人材投資等）を今年 5 月 30 日に取りまとめた新

産業構造ビジョンについて経済産業省織田深志氏、資源循環政策で IOT,AI はどのような活用

が期待されるのかを環境省小岩真之氏より講演頂いた。 

第 2 部「ＡＩ導入で資源循環・廃棄物処理に画期的変化始まる」では、紹介する取組みで今年

度第 4 回食品産業もったいない大賞、昨年第 17回物流環境大賞を受賞している（一財）日本

気象協会本間基寛氏、昨年、日本初の廃棄物自動選別 AI ロボットを導入した（株）シタラ興産設

楽竜也氏、ごみ焼却施設運転の匠の技を AI 活用している 5 社の事例を（一社）日本環境衛生施設

工業会竹田航哉氏より、講演頂いた。 

第 3 部では、国立環境研究所藤井実氏から「資源循環・廃棄物処理と AI導入の展望」につい

て講演いただいた後、藤井氏がコーディネーターとなり、第 1 部及び第 2 部での講演者をパネ

リストに「ＡＩは資源循環・廃棄物処理をどのように変えられるか」についてパネルディスカッ

ションが行われた。 

後に当学会理事・企画運営委員会委員長の秩父薫雅氏の閉会挨拶でセミナーを終了した。 

 

【基調講演】「ＡＩの基本知識と社会変化 ～人と AI は共生できるのか」 
NTT データ技術開発本部 エボリューショナル IT センター 

AI ソリューション開発担当課長樋口晋也 

AI(人工知能)の公式な定義は存在せず、当社の定義は「機械により人の知的活動を再現したも

の」であり、判断、予測、計画、識別ができるが、人間とは違うロジックで動いている。 

人間の知的活動は知覚、意思決定、行動の 3 フェーズで定義できる。パターン認識、自然言語

処理、IoT が知覚、知識処理による探索・推論、ビッグデータ、ビジネスインテリジェンスによる

予測、学習、マイニングが意思決定、音声合成、ロボティクスが行動に対応する。AI とはアルゴ
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リズムの総称であり概念である。 

AI のよくある誤解は、万能な AI が既に存在する、AI と呼ばれる単一のテクノロジーが存在す

る、ディープラーニングは 強である、データは大量にあれば必ず精度があがる、AI は導入して

も意味がない等があるが、すべて間違いである。 

人工知能の適用領域は、1.知識探索・俯瞰 知識を大量の情報から探し出す(例：リサイクルに関

する質問回答)、2.コンテンツの生成(大量の情報を参考に自動でコンテンツ生成)、3.知識発見・意

思決定、4.コミュニケーション、5.知識・制御(環境・状況を把握して自律制御する。例：ごみ収

集、焼却施設制御等)がある。 

AI には恐怖心がないため人間が恐れを感じる打ち手を連発する可能性がある、AI は一般的に

判断理由を説明できない、AI が 51 対 49 のスコア差で A 案を推薦してきた時に人は従うことが

できるか、AI が進化して過去に提示した回答と異なる判断をした場合、人間はどのように対処す

るのかなどの課題がある。 

AI 活用の負の側面としては、ロボット兵器に AI を搭載する等の軍事利用、犯罪歴や言動を分

析することによる新しい差別の可能性もある。 

重要な普遍的観点として、幸福、進化、継続を挙げ、普遍的な価値観を持つ必要がある。 

 

【第 1 部】「ＡＩと日本の政策」 
1.「AI 活用ルールー新産業構造ビジョン」 

 経済産業省 経済産業政策局産業再生課  織田深志氏 

新産業構造ビジョンは、2030 年の社会の状況を整理し、日本の産業がどのようにビジネスチャ

ンスをものにしていくかを書いたもので、平成 29 年 5 月 30 日に取りまとめられた。 

第 4 次産業革命とは、IoT、ビッグデータ、人工知能、ロボット等の技術のブレークスルーによ

り、これまで実現不可能と思われていた社会が実現可能になり、全ての分野で、革新的な製品・

サービスが創出されることが考えられる。 

共通基盤技術(人口知能、IoT、ロボット)×産業コア技術(例：運転制御技術)×関連データ(例：

事故データ、カメラ情報データ)の組み合わせにより、無人自動走行車や無人自動走行車による移

動サービスという革新的な製品・サービスが生まれる。 

第 4 次産業革命の第 1 幕では、プラットフォームを海外に握られ、また、検索エンジンは海外

に抑えられており、日本が追いつくのは難しい。 

これからの主戦場である第 2 幕は、健康・医療・介護、製造現場、自動走行等のリアルな世界

のデータを巡る競争が始まろうとしている。 

①データの取得（IoT 等）、②データのやり取り・通信、③実用化（ビッグデータ化(クオリティ

データ化)等)、④AI 等を用いた解析、⑤ロボット等を用いた社会実装の①～⑤(リアルデータ利活

用サイクル)が創出されることが胆であり、①～⑤を回しているうちに、⑥革新的製品・サービス

の創出＝イノベーションが出てくる。 

日本の強み・機会は、多様で活用可能性の高い「リアルデータ」の蓄積、「モノ」の強さ、社会
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課題の先進性・大きさである。答えを早く出せば、グローバルに展開出来る可能性がある。 

上記の各観点から、日本が取るべき戦略分野を特定すると、1.「移動する」、2.「生み出す、手

に入れる」、3.「健康を維持する、生涯活躍する」、4.「暮らす」となる。 

我が国の基本戦略の策定にあたっては、上記の各戦略分野の具体的戦略に加え、横断的課題（ヒ

ト、モノ・技術、カネ、データ、ルール等）への対応策を講じ、新たな経済社会システムをいち早

く構築していく必要がある。 

戦略 4 分野における目標逆算ロードマップを設定し、突破口プロジェクトを進めている。 

今後、「新産業構造ビジョン」で描いた、課題解決や新たな製品・サービスに繋がるビジネスが、

次々と生み出され、「点」から「線」に、そして「面」に、拡がっていくような動きを、政府を挙

げてサポートし、実現していきたいと考えている。 

 

2.「AI と資源循環政策」 

環境省 環境再生・資源循環局 循環型社会推進室   小岩真之氏 

廃棄物問題は衛生問題、公害問題、環境・資源問題へと時代とともに変化してきており、その

対応により、汚物処理から廃棄物処理、循環型社会へと変遷してきた。 

循環型社会では発生抑制、再使用は優先順位が高いが、あまり進んでおらず、大量生産大量リ

サイクルになっている。第三次循環型社会形成推進基本計画でも 2R（リデュース・リユース）の

取組を重点分野として進めてきたが、なかなか進んでないのが現状である。 

富山物質循環フレームワーク(2016 年 5 月)、G7 ボローニャ・５ヶ年ロードマップ(2017 年 6

月)では、資源効率性の向上を目指し、そのための行動計画が定められた。また、G20 ハンブルク・

サミット(2017 年 7 月)においても、G20 として初めて資源効率性への取組について言及した。 

2015 年 9 月、国連総会で持続可能な開発目標(SDGs)を中核とする「2030 アジェンダ」が採択

された。2016 年 11 月に産業革命前からの世界平均気温の上昇を 2℃より十分下方に抑える「2℃

目標」等を掲げた「パリ協定」が発効しており、少ない CO2 で生産性を上げることが求められて

いる。 

日本では、人口減少・少子高齢化、都市への人口集中や地方の衰退が顕在化し、経済は低成長

で推移し、労働生産性も低迷している現状があり、イノベーション型の経済成長への転換が必要

である。 

今後の資源循環の目指す方向の一つとして考えられるのは、ライフサイクル全体での徹底的な

資源循環であり、製造・販売段階では、環境配慮設計(長寿命化・易分解設計)、リデュース、サー

ビサイジング、利用段階では、リユース・シェアリング(複数の人が複数回使用)、壊れる前に回収

して診断の上、中古リユース、分解洗浄後、部品のリペア・交換に利用、廃棄段階では、アップデ

ートリノベーション、リサイクル等がある。 

その効果としては、リペア、リユースによる天然資源投入量の削減、生産者のブランド価値の

向上、CO2 排出量の大幅削減、廃棄物の大幅削減、ベンチャー起業、地域経済の活性化等が考え

られる。 
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ライフサイクル全体での徹底的な資源循環に向けて、センサー、電子タグ、3D プリンタ、IoT、

GIS、GPS、データベース、人工知能、深層学習などの IT 技術が活用できるのではないかと、環

境省として関心を持って考え出している。 

来年度、ＩＴ等を活用した低炭素型資源循環モデル構築促進事業の予算要求をしている。いい

アイデアがあったら教えてほしい。 

 

【第 2 部】「ＡＩ導入で資源循環・廃棄物処理に画期的変化始まる」 
3.「AI で需要予測し無駄な生産と廃棄物発生抑制」 

一般財団法人日本気象協会 防災ソリューション事業部 本間基寛氏 

社会的背景としては、企業の生産性向上が喫緊の課題であり、「デ―タ」を活用した効率的なオ

ペレーション、IoT を活用したオープン化や業種を超えた連携、IoT・ビッグデータ・人工知能技

術等のコア技術を含めた戦略的な技術開発・効果の 大化が重要になってきている。 

食品ロスに着目したのは、企業の社会的責任が注目され、流通段階における食品ロス削減を図

り効率的な経済活動に資する活動が必要との考えからである。 

気象データには次の３つの特徴がある。①気象は、唯一、将来を物理学的に予測でき、年々精

度が上がっている。②気候変動により未経験な極端現象が発生し、経験則が適用できない事例も

ある。③全産業の 1/3 は何らかの気象リスクを持つと言われており、適用可能な産業は多い。し

かし、気象データを分析している企業の割合は 1.3%で、企業における気象データの活用は進んで

いない。 

日本気象協会が目指す新しい気象データ活用方法は、データ(気象、顧客行動、商品)と気象予測

(気象の知見、気象予測技術、気象解析技術等)、AI 技術から、需要予測の高度化、新たな価値の

創出を目指したものである。 

本事業は、経済産業省の「次世代物流システム構築事業」に採択され、H26～28 年度の 3 年間

で実証事業を行い、H29 年 4 月から事業化されている。 

日配品(豆腐)の廃棄ロスを約 30％削減した事業では、商品カテゴリ分類（商品ごとの気象感応

度や売上)から、対象とする商品を選択し、AI 技術により様々な気象データ（気温、降水量、日射

量など）や気象以外のデータ（暦、特売情報等）を解析し、 大 2 週間先までの商品売上予測情

報を提供している。 

季節商品(つゆ)の 終在庫を約 20％削減した事業では、NS データを活用した「体感気温指標」

を開発し、季節終盤の予測精度を大幅に向上させ、3 ヶ月先までの週別気温予測＆需要予測情報

を提供している。 

今後は、需要予測を共有化することにより、事業者（メーカー、卸、小売り）、消費者を含めた

社会全体で利益を共有できる「物流革命」を目指していく。本ビジネスモデルを「eco× ロジ」と

名付けており、「天気予報で物流を変える」というミッションをシンボルマークに託し、一般消費

者への浸透を目指していく。 
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4.「Waste Separation With Robots -AI,IOT,機械化導入促進に向かって」 

（株）シタラ興産 代表取締役 設楽竜也氏 

10 年前から選別に特化した工場の建設を計画していた。従来は、人が手で選別しており、ライ

ン選別、土間選別があるが、重労働で、足腰が痛くなる。また、手選別では FRP が木くずに見え

る新人もいる。人集めが難しいし、入ってはやめていくのが実態であった。 

これでは、この業界に人が入ってこないし継続不可能だと思った。そこで AI ロボットでリサイ

クルを計画した。選別ロボットの導入では、経済産業省ロボット政策室から補助金を受けている。 

ロボットが人の代わりをするので、選別場所には人が少なくなった。足腰痛くなる仕事から、

違う仕事に就かせられるようになった。人の休みが関係なくなり、24 時間の許可を得ているが、

2 交替で 16 時間稼働している。ロボットがなければ、18 人が必要だが、チェックマンが 2 人だ

けである。廃棄物のことが分からない人でも、機械、AI の操作ができれば、お客さんの誘導、案

内、清掃、搬出を人がやり、あとは機械がやる。 

導入から 1 年が経過して、工場見学者は 2000 名になった。360 度のどこからでも見てくださ

い。聞かれたことには答える。AI,ロボット、人が融合した新しい選別のスタンダードを作ってい

きたい。 

弊社の AI ロボット使用にあたり、廃棄物種類を 25 種類程度覚えさせているが、実際には 8 種

類ぐらいのデータ掘り下げた方がいい。例えば、木、合板、枝、葉等を分けないで、全部木と教え

た方が使いやすい。その会社でカスタマイズできる。当社用にカスタマイズしてもらった。 

学習は、ラーニングモードで 200 ピースくらいを流す。勉強結果をフィンランドに送り続けて

いる。それを次の日にダウンロードして、それでテストを行うことを繰り返す。取れないことが

あると、再度ラーニングする。今は 65～70 点くらい。 

今後の展望としては、AI、IoT、機械化導入促進はこの業界にとって処理の仕方、人材、プラン

ト全てが変わっていくチャンスであると思っている。 

 

5.「ごみ焼却施設における AI 活用」 

（一社）日本環境衛生施設工業会 竹田航哉氏 

3 月セミナーでは Iot、ICT を活用した遠隔監視、運転支援システム事例を紹介したが、今回は

日本環境衛生施設工業会会員企業 5 社の AI 技術の活用、適用事例を紹介する。ごみ焼却施設に

おける事例は、音声認識、画像認識、貴会学習等が中心。 

川崎重工（株）では、遠隔監視・支援システム(KEEPER)を整備し、運転データを収集・蓄積す

るシステムを運用しており、運転データ(ビッグデータ)の解析に AI を活用し、その結果をタイム

リーに施設現場の運転支援として提供するシステムを開発している。 

JFE エンジニアリング（株）では、ごみ焼却施設の運転ノウハウ蓄積・教育と継続的学習から

匠の運転強化・トラブル迅速対応を可能とする AI システム、ビッグデータの解析から予測モデ

ル、異常・予兆検知を行い、自動化・高度化統合システムの構築を目指している 

（株）神鋼環境ソリューションでは、機械学習を行い、判断ルールを抽出し、CO・NOx 特性判
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断モデルと CO・NOx 操作量決機能のロジックを構築することにより、運転員の思考・判断を明

示知化し、運転の手動介入を自動化するシステムの構築を行っている。 

新日鉄住金エンジニアリング（株）では、クラウドとフォグを組み合わせた AI 解析基盤を開発

している。取組事例として、現在の操業状態から将来の操業状態を予測し、操業条件設定変更ガ

イダンスを操作者にインプットすることにより、操業条件が変更され、結果としてコークス量 10%

低減が実現できるシステムがある。また、過去操業から異常検知で 適操業、予防保全を実現。 

日立造船（株）では、燃焼状態に関するベテラン運転員の感覚を教師データとして学習し、炉

内燃焼パターン識別することにより、複雑な手動介入操作を自動化している。また、ビッグデー

タ管理システムでは、燃焼状態変化予測、用役 適化・発電量 大化ソリューション、プラント

機器異常傾向検知を可能としている。 

ごみ焼却施設における AI 活用は黎明期であり、ビッグデータ解析に AI 技術を適用している事

例が多く、運転ノウハウといった暗黙知を形式知（見える化）にするために、AI を活用している。

将来的には、AI 技術の急速な進化により、従来の延長上ではない新しい「施設の在り方」がでて

くる可能性もある。“自動運転”というのは、キーワードになってくる可能性もある。 

 

【第 3 部】「ＡＩは資源循環・廃棄物処理をどのように変えられるか」 
6.「資源循環・廃棄物処理と AI 導入の展望」 

 国立環境研究所 社会環境システム研究センター 藤井実氏 

AI 導入の目的は、廃棄物問題、資源問題、地球環境（気候変動）問題、少子高齢化による労働

力不足に対して、 大の効果を省人力（低コスト）で得ることにある。 

到達目標は環境負荷削減、経済性重視を考慮したリサイクル効率の 大化、部分 適ではなく、

全体でも 適化することが必要である。 

リサイクルの理論 大効率(実際にはあり得ないが理想的な条件を仮定)は、追加エネルギーゼ

ロで、廃棄物 1kg と同じ種類の新規素材 1kg を代替することが一つの考え方である。 

紙・プラスチックのリサイクルの効果から考えると、素材の持つ発熱量がエネルギー回収で回

収可能な 大範囲であり、素材の持つ発熱量と製造エネルギーを合わせたものがマテリアルリサ

イクルで回収可能な 大範囲と考えることもできる。素材の持つ発熱量よりも製造エネルギーが

大きい廃棄物(例：上質印刷紙、PET)はマテリアルリサイクルが優先され、素材の持つ発熱量が大

きい廃棄物(例：PP)はエネルギー回収が比較的望ましい。 

リサイクル効果の向上のためには、質・時間・空間のマッチング、すなわち、高度選別、質に合

わせたリサイクルと需給のマッチング、工程の省力化（自動化）、収集の効率化（空間制御）が必

要となる。 

廃棄物焼却発電の効率は 大 20 数パーセントであるが、素材産業でのリサイクルでは 2 倍程

度の高効率が可能であり、リサイクルの理論 大効率は 60%くらいと考えられる。 

AI（&IoT）が可能にすることには、多くの対象（データ）の整理・ 適化（全体 適化）と多

数の相手に個別対応（個々の 適化）がある。発生～利用の各段階での可能性も様々に考えられ
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る。 

廃棄物処理・リサイクル IoT 導入促進協議会が活動を開始しており、低炭素 WG では積載率向

上/ルート回収/方荷運行削減、プラント運転管理の 適化、ロジスティックス高度化 WG ではデ

ジタル管理とペーパーレス化、物流データの収集・分析と販売などの検討を行っている。 

今後の課題としては、廃棄物処理の各ステージにおいて、個別プロセスの効率化とステージ間

の連携により WinWin の関係が構築できる可能性がある。 

 

【パネルディスカッション】 

①AIに対するニーズ 

竹田氏：今後、高度化したごみ焼却施設の運転等への対応から、ベテラン、ノウハウを持った人

の暗黙知を後生に残すため、ニーズが顕在化する可能性がある。AI 活用により、エネルギー回

収の 大化や安定運転に寄与できると思われる。 

設楽氏：導入した選別ロボットも導入 1 年で、耐久性等についてはまだ分かっていない。ただし、

ロボット扱っている会社ということが知られるようになり、今年は新卒が 3 人入り、ロボット

導入の効果も見られている。 

本間氏：需要予測の精度を向上させることに対してのニーズはある。AI により人の仕事が取られ

るという捉え方がされることがあるが、あくまで AI は人の仕事を補完するものと考えている。 

小岩氏：労働力が減り、技術を持った人材が高齢化することが AI 活用のトリガーとなっている。

また、AI の導入に伴い IoT 技術を持った人材が流入してくることにより、新たな挑戦が行える

可能性がある。 

織田氏：AI 活用により、少子高齢化に伴う労働力不足を解消できるとともに、人は人にしかでき

ない仕事を担当することにより、働き方改革に繋がる可能性もある。 

 

②AIの導入に向けての課題 

竹田氏：学習をしていくことで賢くなっていくため、成熟したものとなるには時間がかかるが、

それを暖かく見守る環境があれば広まるのではないか。 

設楽氏：選別ロボットの導入に対しては社内では反対意見がほとんどだった。また、海外の機械

であるため技術指導が大変であり、従業員がきちんと動かせるか不安だった。 

本間氏：AI による予測はブラックボックスでの予測となるため、理解が難しい予測結果が出た際

の対処が課題となる。AI で予測できない部分についてはリスクヘッジが必要である。 

小岩氏：AI に頼りすぎると、災害発生時に遠隔監視センターの機能が止まると全ての焼却施設の

機能が止まってしまう可能性があるのではないか。 

 ⇒竹田氏：焼却施設には運転員を配置しているため、センターの機能が止まると全ての焼却施

設の機能が止まってしまうということはない。逆に、焼却施設に運転員が参集できない場

合には、センターが運転支援を行うことも可能である。 

小岩氏：シタラ興産の導入したシステムでは、フィンランドの企業にリアルデータが流れてしま
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うことになるが、そのことについて危機感等はないのか。 

 ⇒設楽氏：危機感を感じている従業員もいるが、そもそも企業秘密とするようなデータがあま

りない。 

織田氏：日本の企業もそのようなシステムを開発していく必要がある。その際に、日本はデータ

を扱える人材も不足しているため、現在、人材育成に取り組んでいる。 

 

③今後の可能性・夢 

竹田氏：AI により収集段階からごみ質の見える化を行うことで、熟練した職員がいなくても焼却

施設の稼働が可能となり、 終的には無人化も考えられる。 

設楽氏：人間型ロボットにより土間選別を夜間で自動的に行うことが夢である。日本製の機械が

ほしい。 

本間氏：気象データを用いて食品の需給予測を行ったように、色々なデータを掛け合わせること

でリユース、リサイクルなど色々なビジネスのチャンスが広がる。 

小岩氏：交換とか修理を AI を活用してメーカーと取り組んでいくとこれまでなかったシナジー

が起きる可能性がある。 

織田氏：ニーズがあって、頭があるが、手がない状態で、手の技術は日本にあるかもしれない。

AI の活用に伴いオープンイノベーションの取組が起きることが重要である。 

 

 

 【基調講演者との質疑応答】 

 

【会場一杯の参加者】 
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１.４ 秋の企画セッション報告 

秋の企画セッションは東京工業大学大岡山キャンパスで行われた廃棄物資源

循環学会第28回研究発表会の中で開催された。 

廃棄物計画研究では、少子高齢化に伴う人口減少、都市への人口集中等の社会

環境の変化、自治体の財政逼迫、災害廃棄物への対応、資源生産性や効率性等の

持続可能な社会形成の視点から廃棄物処理計画のあり方を検討してきた。 

今年の企画セッションでは、東日本大震災後、各3年実施した『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』の研究を踏まえ、昨年度か

ら『新たな廃棄物処理計画に必要な視点』をテーマにし、昨年の都道府県廃棄物

処理計画に関しての議論から、各セクターとの“連携”が有効との評価を受け企

画した。 

 

●パネリスト構成と各講演テーマ  

司会進行 臼井直人（エックス都市研究所・廃棄物計画部会員）  

代表挨拶 中村恵子 (健康・環境デザイン研究所 )  

コーディネーター：石井 一英（北海道大学）  

１．廃棄物管理と都市施設・市民等との連携で諸課題に成果  

                  中坪 学一氏 (横浜市資源循環局 )  

２．セメント産業との協働で一般廃棄物処理 ―導入までの経緯と現状―  

大沢 雅之氏 (日高市環境課）  

３．住民との合意形成の歴史から誕生  

 ―防災・エネルギー供給・多面的環境施設の新廃棄物処理施設―  

中川 和郎氏 (武蔵野市環境部）  

４．人とつながる開かれたごみ処理施設の運用  

―武蔵野クリーンセンターの「つながる」付加機能―  

山口 茂子氏 (荏原環境プラント (株 )）  
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１．４．１ 企画趣旨 

                              中村恵子（健康・環境デザイン研究所）
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１．４．２ 廃棄物管理と都市施設・市民等との連携で諸課題に成果 

                                中坪 学一氏(横浜市資源循環局) 
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１．４．３ セメント産業との協働で一般廃棄物処理 ―導入までの経緯と現状― 

                                  大沢 雅之氏(日高市環境課）
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１．４．４ 住民との合意形成の歴史から誕生 

 ―防災・エネルギー供給・多面的環境施設の新廃棄物処理施設― 

                            中川 和郎氏(武蔵野市環境部）
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１．４．５ 人とつながる開かれたごみ処理施設の運用  

―武蔵野クリーンセンターの「つながる」付加機能― 

                              山口 茂子氏(荏原環境プラント(株)） 
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１． ５ 見学会報告 

平成２９年度の施設見学会は第１回研究会・幹事会に合せて武蔵野クリーンセンタ

ー、第６回研究会・幹事会に合せて㈱シタラ興産のＡＩロボット導入リサイクル現場

の２施設を訪問した。 

 

１．５．１ 平成２９年度 第１回 見学会 

「平成２９年４月に本格稼動した武蔵野クリーンセンター」 

2018 年 4 月 14 日（金）に、関東グループから中村、臼井、橋本、鈴木、三品、鮫

島、山下、白川、中川、山口、松山、今岡、関西グループから福岡、花嶋、後藤、北

垣、埼玉県から川嵜さん、磯部さんに参加していただき、18 名で、武蔵野クリーンセ

ンターを訪問した。 

見学会報告は、福岡先生と花嶋先生が執筆し、月刊廃棄物に投稿された「ばっくや

ーどつあーが行く!! 全国ごみ処理施設探検隊 武蔵野クリーンセンター（東京都武

蔵野市）編」を掲載した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設建設担当の木村さんから建設経緯、概要を聞く 

 

 

廃棄物計画研究部会 見学会参加者と武蔵野市の木村さん、関さん 
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１．５．１ 平成２９年度 第２回 施設見学会 

「㈱シタラ興産の日本初ＡＩロボット導入リサイクル現場」 

幹事長 臼井直人 

2018 年 3 月 23 日（金）に、中村、臼井、三品、橋本、鈴木、片柳、尾葉石、山下の

廃棄物計画研究部会員と日大の金島先生の９名で㈱シタラ興産サンライズ FUKAYA 工

場を訪問した。 

サンライズ FUKAYA 工場は、混合廃棄物を中間処

理した下ごみ（篩下残渣）を 1 日に 2,000 トン搬入

し、リサイクル原料を分別している施設で、ＡＩロ

ボット選別システムを導入し、平成 28 年 5 月に完

成した屋内型中間処理施設である。 

設楽社長の挨拶の後、宮下工場長より処理の流れを説明していただいた。 

搬入された篩下残渣は、二軸破砕機で粒度を 50 センチ以下に揃えられ、定量供給機を

介して、バリオセパレーターという３種選別機械

で重量分、細粒分、軽量分に分けている。 

この重量分は当初、人力で選別されていたが、

この選別ラインをＡＩロボットによる選別システ

ムに改造したそうである。この改造により、人力

選別という過酷な作業を無くすことができ、1 日

に 2,000 トンという処理能力を実現している。 

ＡＩロボット選別システムは、ＲＧＢカラーカメラ、近赤外線カメラ、ハイパース

ペクトルカメラ、金属探知機、３Ｄレーザースキャナーで構成されている一つのセン

サーと二つのアームロボットで構成されているユニットを２基備えている。ＡＩロボ

ットでリサイクル品を取り除いた後の重量分は衝撃式破砕機で破砕し、細粒物と合せ

て、精選されている。 

精選工程では、磁選機、比重差選別機、ジャンピングスクリーン等を駆使し、さら

に非鉄選別機で非鉄を分別しており、分別した軽量分は RPF の原料としている。 

シタラ興産ではＡＩロボット等で分けた鉄くず以外のリサイクル原料は、適正にリ

サイクルできる業者に処理費用を払って処理をお願いしているそうである。 

施設見学の後、質疑応答を行った。 廃棄物の対象は同業者の混合廃棄物で、AI ロ

ボット導入により大量処理可能になり、 終処

分場搬入量を削減できたということであった。

ただ、まだ求めている性能に達成していないの

で、日々工夫しているということであった。設

楽社長より、この施設を造られた経緯や廃棄物

の処理と今後の計画への熱意を情熱込めて説明

していただき、非常に勉強になり、設楽社長の

中間処理への思いに感動した見学会であった。 

  

 

設楽社長に挨拶する中村代表  

処理フローを説明する宮下工場長  

設楽社長と参加者  
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２．話題提供 

 

平成２９年度は、活動実績で示したとおり第１回から第６回まで６回の研究会

を行い、第１回と第６回は研究開会 後、施設見学会を実施した。また、第２回

と第３回は９月に行われた企画セッションの準備として、企画セッションの講演

予定者に話題提供していただき、発表の内容およびパネルディスカッションの議

論を行った。 

ここでは第４回と第５回の研究会で話題提供をしていただいた内容について、

話題提供に使用していただいた資料をまとめた。 

 

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４回研究会話題提供 

２．１ 地域循環事業における中止事例―成功と失敗の実践知  

稲葉 陸太氏（国立環境研究所） 

（２） 第５回研究会話題提供 

２．２ 廃棄物管理分野のルールづくりとは？  

久保田 利恵子氏（国立環境研究所） 
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２．１ 地域循環事業における中止事例―成功と失敗の実践知 

                               稲葉 陸太氏（国立環境研究所) 
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２．２ 廃棄物管理分野のルールづくりとは？  

                             久保田 利恵子氏（国立環境研究所） 
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３．研究報告 

３．１ 八王子市の清掃事業の変遷 

                武蔵野市環境部 ごみ総合対策課 中川和郎  
 
はじめに 

八王子市は、人口約 56 万人で東京都下の多摩地域で 大の自治体である。1917
年（大正６年）の市制施行から 2017 年（平成 29 年）で 100 年を迎えた。また、

2015 年（平成 27 年）４月に東京都下で初の中核市となった。2000 年（平成 12
年）の地方分権一括法施行以前から、固有の自治事務であり、それぞれの自治体

が地域の実情に合わせたやり方で、廃棄物の適正な処理が行われてきた。その中

で、八王子市は、過去の歴史から多摩地域の自治体の中で廃棄物政策を推進して

いく中で先進的な取り組みをしてきた。  
そこで、本稿では、八王子市の清掃事業の変遷について取り上げ、その時代で

繰り広げられた政策、施策、事業計画に論じながら、今後の八王子市の廃棄物政

策の方向性を論じてみたい。  
 
１．戦前のごみ処理事業 

1916 年（大正５年）頃から塵芥収集事業者が希望家庭を対象に実施していたご

み収集を 1921 年（大正 10 年）４月に市直営業務とし、ごみ処理事業に着手した。

当時は全量を埋立または終末処理をしていた。1923 年（大正 12 年）１月に焼却

炉２基４ t/日を建設し、焼却処理に着手し、本格的なごみ処理事業への第一歩を

歩み出した。  
1918 年度（大正７年度）に市は、予算に塵芥掃除費 1,000 円と共同便所２カ所

の新設費 1,000 円を計上した。これに先立つ１月には、市会が塵芥清掃監督のた

めの人件費を可決して吏員を配置し、２月には清掃巡視の諸規程を可決した。２

月 23 日には、警視総監と府知事名で、八王子市汚物掃除監督吏員設置の件が府

令で公布された。当時は保健所制度がなく、清掃、衛生などは警察の所管となっ

ていた。この府令により、掃除監督長、掃除監督各１人、掃除巡視３人を 1918 年

（大正７年）４月１日から置くことができるようになった。  
市の掃除事業は、大横町大善寺裏に塵芥仮置場を新設し、同年５月１日から開

始した。10 人の人夫が 10 台の車を引いて塵芥を収集し、７日間で市内（市制施

行された当時の市域）を一巡する計画で、収集人は請負人を定めて委託した。収

集した塵芥は、市周辺の農家の肥料用にリサイクルされた。  
しかし、開始後、半年も経たない 10 月に請負人からの塵芥収集の契約解除の

申し出があり、その頃から市内のあちこちに塵芥の山ができ始め、問題が大きく

なってきた。原因は、請負入札に競争者が多く請負価格が安かったこと、第一次
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世界大戦による大戦景気の影響で人件費が高騰し、人出不足が生じたことによる

ものであった。こうした事情から、1919 年（大正８年）１月 18 日に市事業調査

会は塵芥掃除を民間委託から市直営事業に変更することを決定した。  
1922 年（大正 11 年）３月 17 日に、市参事会は塵芥焼却場予定地の実地調査

を行った。その後、1923 年（大正 12 年）８月 28 日に明神町（現在の北野清掃

工場用地）に塵芥焼却場が設置された。1926 年（昭和２年）４月から業者請負制

により焼却処理を行ってきたが、塵芥量の増大に処理が間に合わず、塵芥量増大

に対応した塵芥焼却場の改築は 10 年来の懸案となっていた。市内の塵芥搬出量

は、満州事変後の産業の不振や物資節約運動の普及に伴う廃品利用などにより一

時大幅に減少したが、1940 年（昭和 15 年）以降は再び増加した。処理しきれな

い塵芥は一部は農家の堆肥に使用されるものの、大部分は捨て場に困る状況であ

った。処理場周辺に放置される塵芥や厨芥は、臭気がひどくなり、蠅が大量発生

するなどの環境問題を引き起こした。  
これを受け、市はにわかに改善に向け動き出し、現状での処理徹底を図る一方、

焼却場改築計画を推進することになった。市としては新鋭の焼却場を建設し、で

きれば直営方式で運営する腹づもりであった。1940 年（昭和 15 年）７月 31 日

には、臨時調査委員会第一部委員会が起債による焼却場建設を決定し、同年９月

24 日に焼却場改築計画案を承認した。ところが、計画の実現化を前にして、時局

がら不足している鉄鋼、セメント等の資材の調達の問題が持ち上がった。1941 年

（昭和 16 年）２月 12 日に、1941 年度（昭和 16 年度）の予算編成を前にして、

第一部委員会は焼却場改築の件につき、建設の起債が認められ資材等が確保され

ることを条件に追加予算として計上されることが決定した。しかし、資材調達は

困難を極め、結局、追加予算計上も見送られることとなり、1942 年（昭和 17 年）

３月 13 日に第一部委員会は建築認可及び鉄鋼購入状況の報告を受け、煙突設計

変更を承認するまでに至った。  
1942 年（昭和 17 年）11 月 17 日に、当時の深沢市長は、73,000 円の起債で改

築する議案を第一部委員会に提出し、同委員会は原案を承認した。12 月７日の第

12 回市会は塵芥焼却場改築の件及び塵芥焼却場営繕費充当の起債の件を可決し、

12 月 18 日の第 13 回市会は焼却場改築費 73,000 円を含む 1942 年度（昭和 17 年

度）追加予算を可決した。なお、この予算は、建築許可が 1943 年（昭和 18 年）

５月４日に下りたため 1942 年度（昭和 17 年度）において執行されず、市は 1943
年度（昭和 18 年度）追加更正予算で再び同額を計上し、1943 年（昭和 18 年）

５月 28 日に議決した。しかし、同年度においても 71,186 円を翌年度に繰り越し、

これが戦後まで毎年繰り返された。結局、焼却場の改築が実現するのは 1953 年

（昭和 28 年）のことであった。なお、市はこの間、焼却する塵芥量削減のため、

東京府の補助を得て塵芥中の厨芥を養豚飼料に活用する計画を進め、1943 年（昭
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和 18 年）５月 24 日に市会第一部委員会は、厨芥の分離収集を承認した。そして、

市は、同年６月 11 日から市域を３区分し分離回収を順次開始した。  
 

２．戦後からバブル期（1992 年（平成４年））までのごみ処理事業 

 戦後のごみ処理事業は、1946 年（昭和 20 年）８月の戦災の瓦礫処理から始ま

り、1949 年（昭和 24 年）には、オート三輪車２台を購入するなど、機材の整備

と人員の増強を順次行い、復興著しい市域の環境衛生向上に努めた。  
 その後、隣接町村の合併による人口の増加と市街地の拡大、経済発展による市

民生活の向上等により、ごみの排出量が増大した。これに対応するため、1964 年

（昭和 39 年）４月から月１回の不燃ごみ収集（ステーション方式）を実施した。

また、1966 年（昭和 41 年）11 月には機械炉の運転開始によりそれまで月１回か

ら２回のごみ箱収集と週２回の厨芥収集だった収集形態を、一部市域で出すとボ

ックス・ポリ容器による塵芥・厨芥の混合収集とし、1974 年（昭和 49 年）４月

には全市域混合収集に切り替えを完了した。この間、1972 年（昭和 41 年）１月

には不燃ごみ収集業務の一部を業者委託とし、1976 年（昭和 51 年）４月に不燃

ごみ収集業務の全面委託が完了した。  
一方、中間処理施設については、1954 年（昭和 29 年）に既設焼却炉を改築（24t/

日）したのをはじめ、ごみ処理施設の整備改善をめざし、焼却炉の増築、新設を

行った。1971 年（昭和 46 年）には、増加し続けるごみと広大な市域における効

率的な処理を行うため、市域の西北部及び西南部に清掃工場を新設し、既存焼却

場と合わせ、市域を三分割して処理することを計画した。1972 年度（昭和 47 年

度）から 1973 年度（昭和 48 年度）には北西部の戸吹町に焼却炉（240t/日）を建

設した。引き続き 1974 年度（昭和 49 年度）において市域西南部の館町に清掃工

場予定地 55,911 ㎡を買収し、1978 年度（昭和 53 年度）から３カ年事業で清掃工

場（300t/日）を新設した。その後、安定したごみ処理体制を確立するため、北野

清掃事務所構内に 1992 年度（平成４年度）から北野清掃工場（100t/日）の建設

を進め、1994 年（平成６年）10 月に竣工した。同年度には戸吹清掃工場の老朽

化による実処理能力の低下が著しいため、その改築事業（焼却炉 300t/日・廃溶融

炉 36t/日）に着手し、1998 年（平成 10 年）４月から稼働を開始した。また、こ

の間、不燃・粗大ごみの効率的な埋立を行うために、粗大ごみ処理設備（75t/５
h）を 1972 年度（昭和 47 年度）に新設した。その後、1982 年（昭和 57 年）４

月に新しい 終処分場（戸吹町）での埋立を開始したことに伴い廃止した。  
 終処分場については、1977 年（昭和 52 年）７月に石川町（埋立容量約 100,000
㎡）に開設し、1980 年（昭和 55 年）５月で埋立が完了した。引き続き戸吹 終

処分場に 1982 年（昭和 57 年）３月まで埋立を行った。また、1979 年（昭和 54
年）には、戸吹町に新しい 終処分場の建設を計画し、1980 年度（昭和 55 年度）
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から 2 カ年継続事業で、939,300 ㎡の埋立が可能な 終処分場を新設し、1982 年

（昭和 57 年）４月から埋立を開始した。しかし、ごみ量の増加とごみ質の変化が

著しく、当初予定した埋立期間 15 年が大幅に短縮する見込みとなった。そのた

め、1990 年度（平成２年度）から２カ年事業で粗大ごみ処理施設である、戸吹破

砕処理センター（180t/日）を新設した。なお、 終処分場は、当初の予定を２年

短縮して 1995 年（平成７年）２月に埋立が完了した。これに伴い、翌３月から

日の出町にある東京たま広域資源循環組合の谷戸沢処分場に搬入を開始し、1998
年（平成 10 年）４月から同組合の二ツ塚処分場に搬入している。  

1991 年（平成３年）６月には、人口増加が著しい多摩ニュータウン地域のごみ

収集効率の向上を図るため、館清掃事業所多摩ニュータウン分室を開設した。ま

た、多摩ニュータウン地域のごみ処理を市域を越えて効率的に行うため、1993 年

（平成５年）４月１日に八王子市、町田市、多摩市の３市で構成する多摩ニュー

タウン環境組合を設立し、多摩ニュータウン地域とその周辺部のごみは、当組合

の多摩清掃工場で処理することになった。  
 
３．平成に入ってからのごみ処理事業の転換（循環型都市を目指して） 

21 世紀を目指した廃棄物政策を確立するため、八王子市清掃条例を全面改正し、

リサイクル型都市づくりを積極的に推進していくために、「八王子市廃棄物の処

理及び再利用の促進に関する条例」を制定した。同条例は 1993 年（平成５年）

10 月に施行され、ごみ処理収集についても 1994 年（平成６年）４月より可燃ご

みを週３回から週２回に変更し、新たに古紙を週１回収集する資源回収方式に変

更した。さらに、同年 12 月に瓶の収集を開始した。さらに 1998 年度（平成 10
年度）に古布、缶の収集を開始した。  

1995 年（平成７年）６月に「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に

関する法律」（以下、「容器包装リサイクル法」とする。）が公布され、市民・事業

者・行政がごみの資源化に関してそれぞれが役割を担うように定められた。容器

包装リサイクル法に対応するため、1998 年（平成 10 年）10 月にペットボトルに

ついては拠点回収方式により回収を開始した。容器包装プラスチックの回収につ

いては、2000 年（平成 12 年）10 月から一部地域でモデル事業として開始した。 
2001 年（平成 13 年）４月に特定家庭用機器再商品化法（以下、「家電リサイク

ル法」とする。）が施行されたことに伴い、家電４品目については、民間事業者に

よって処理する新たなルールが確立された。また、同月より長年の懸案であった

可燃ごみ収集車の２人乗車を本格的に導入した。同年７月には、組織改正により

環境部と清掃部が統合し、新しい「環境部」になった。  
これまでのリサイクルの取り組みは一定の成果を挙げたものの、その一方で

終処分場の用地確保が深刻な問題になっていた。八王子市内から排出された焼却
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灰と不燃残渣は、1998 年（平成 10 年）から日の出町の二ツ塚処分場に搬入して

いたが、埋立終了後による次期 終処分場の用地確保の目処が立っておらず、ご

みの減量と資源化が多摩地域全体の緊急の課題であった。  
このような状況の中、 終処分場の逼迫、清掃工場の建て替えの困難性などの

問題に直面する中で、ごみの減量化や再資源化を推進するために、市は 2004 年

（平成 16 年）10 月にごみの有料化（ごみの指定収集袋制度）を実施した。と同

時に、集合住宅を除くごみの戸別収集と資源物回収の拡充を開始した。この当時、

家庭ごみの有料化は 50 万人都市以上の都市で全国初であった。可燃・不燃ごみ

については、有料の指定収集袋を用い、戸別収集することで排出者責任を明確に

した。また、資源化への意識を高めるために、新たな資源化品目としてプラスチ

ックを設定し、一部の容器包装プラスチックの収集を開始した。さらに一部の資

源物の収集頻度を増やすことで、資源物を排出しやすい環境を整えた。2003 年度

（平成 15 年度）と制度改正後の 2005 年度（平成 17 年度）を比較すると、可燃

ごみが 29.6％減、不燃ごみが 21.4％減となっており、合計で 28.1％のごみ減量

に成功した。そして、資源分別収集と集団回収を合わせた資源量が 49.5％も増加

した。また、2006 年（平成 18 年）７月から東京たま広域資源循環組合のエコセ

メント化施設が本格稼働し、埋め立てられていた焼却灰をセメント化し、 終処

分場の大幅な延命化につながった。  
ごみの有料化の成果を受け、2007 年（平成 19 年）３月には、循環型都市の実

現に向けたごみ処理基本計画が策定された。この計画では、さらなる資源化拡充

施策として、すべての容器包装プラスチックの資源化や、ごみの減量に伴い、多

摩清掃工場を除いた、市内３清掃工場体制から市内２工場対制への移行が明記さ

れた。2007 年（平成 19 年）３月に策定されたごみ処理基本計画に基づき、容器

包装プラスチックとペットボトルの中間処理のため、プラスチック資源化センタ

ーが戸吹清掃工場の敷地内に建設され、2010 年（平成 22 年）10 月に稼働を開始

した。これと同時にプラスチックの対象をすべての容器包装プラスチックへ拡大

するとともに、回収頻度を増加させた。このことにより不燃ごみの大幅な減量が

見込まれ、不燃ごみの収集頻度を週１回から月２回へと変更した。また、焼却灰

のエコセメント化により、可燃ごみは全量リサイクルできる基盤が整ったので、

これまで不燃ごみとして扱っていた容器包装以外の製品プラスチック類、革・ゴ

ム製品を可燃ごみに変更した。ごみの有料化により年間約３万 t を上回るごみの

減量が見込まれるので、清掃工場を建て替えずに縮減することが可能となる。そ

の場合、将来的に 120 億円から 200 億円の財政負担が軽減されることになる。こ

のことを鑑み、2010 年（平成 22 年）９月に稼働開始から 30 年近く経過し老朽

化した館清掃工場を停止し、市内２工場体制へと移行した。  
大きな制度改正により、2004 年度（平成 16 年度）に 16,275t であった埋立処
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分量は、2011 年度（平成 23 年度）には 449t まで大きく減少することができた。

この結果を受け、2013 年度（平成 25 年度）３月に策定した、ごみ処理基本計画

では、さらなる高い目標である「埋立処分量ゼロ」を目標に掲げた。この目標を

達成するために、戸吹不燃物処理センターの処理工程の見直しを行った。これま

での破砕・機会選別を行う施設から、手選別主体への施設へと更新工事を行い、

2015 年（平成 27 年）２月に竣工した。これによりきめ細かな選別が可能となり、

2015 年度（平成 27 年度）の埋立処分量を 86t まで減少することができた。  
 

おわりに 

八王子市は、当初の清掃事業の取り組みについて、戦後の人口の急増に対応す

るために、大量のごみをどのように処理していくかについて進めてきた。しかし、

2000 年（平成 12 年）前後での廃棄物処理法の改正やリサイクル関連の法律が整

備されることにより、ごみの大量処理からごみの排出抑制に舵を切り替えるよう

になった。  
2011 年に策定された八王子市基本構想・基本計画素案市民委員会環境部会での

提言を受けて、現行の「八王子市ごみ処理基本計画―循環型都市八王子プラン―

（平成 25 年度 34 年度）」では、重点取り組みの中で、①ごみの減量・資源化に

向けた高揚と行動の促進、②生ごみの減量・資源化に地域特性に応じた取り組み

を挙げている。いずれも、市民の協力を得ないと実現できないものである。今後

のごみの排出をできるだけ抑制し資源化に向けた有効なアクションを行政主導だ

けではなく、市民と協力しながら推進していく必要がある。幸い、八王子市は市

民力の高い地域である。市側がごみ減量と資源化に向けた有効な情報提供をして

いきながら、市民に行動を促す施策・事業計画が打ち出せることを願いたい。  
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３．２           都市防災への清掃工場の活用について ２ 

    ―地域住民の清掃工場に対する好意的意識変化について―  

  

Study on utilization of incineration plant for urban disaster prevention 2 

 

―Changing of friendly consciousness of local residents towards the 

incineration plant― 

 

日本大学理工学研究所  橋本 治 

 

３．２．１ はじめに 

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

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

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

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

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

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

工場（以後「支援工場」という）として役割を果たすこととなる。 

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

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

域住民の清掃工場に対する嫌悪感・拒否反応 2）3)を緩和し、清掃工場を受容する方向に変

化する可能性が考えられる。 

これまで、困難と考えられてきた清掃工場の市街地立地は、防災・安全においてもエネ

ルギー有効利用においても大きな効果をもたらす。このため、清掃工場が防災機能を持つ

ことによる地域住民の意識変化をとらえることは、立地の可否に大きな影響を与え、廃棄

物計画において清掃工場を防災、エネルギー供給を含めた都市施設として活用するために

大きな意義がある。 

３．２．２ 研究の目的 

 28 年度に行った世田谷区千歳清掃工場周辺地域のアンケート調査ＸＸ）で、清掃工場に対

する好意的意識の存在を明らかにした。しかし、地域的な特性による特異な事例であるこ

とも考えられることから、地域環境の異なる地域での調査を行い好意的意識の存在を確か

めることを目的とした。調査は、東京都北区北清掃工場周辺地域において、28 年度と同様

の調査を行い、防災支援による地域住民の清掃工場に対する好意的意識の有無を検証した。 

 

３．３．３ 研究方法 

（1） 調査概要 

アンケート調査は、北区の東京２３区清掃一部事務組合北清掃工場周辺を対象とした。

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

考えられる工場より１Km 範囲を対象とした。対象範囲内を東西南北 4 方向、200ｍ毎に 20

地区に区分して各 50 通ずつ合計 1000 通を直接投函配布した。配付先は戸建て集合住宅の
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割合を地域毎に考慮した。アンケートの配付は 2017 年 10 月 10 日～10 月 15 日までの 6 日

間で実施した。アンケートの回収は郵送で行い、12 月 10 日までに 255 通の回答を得た。 

（2）アンケート内容 

アンケートは千歳工場アンケートと同様に、回

答者の属性質問（7 問）と工場へのイメージ、認知

度、防災支援の必要性などについての調査質問（7

問）とした。資料１参照 

３．２．４ 調査結果 

（1）アンケート回収率 

 アンケートの全体回収率は 25.5％、各地区の回

収率は 16～42％と大きく変化している。工場近隣

地域の回収率が低く見えるが、距離による有意差

はみられなかった（図 1）。 

（2）回答者の属性 

・回答者の年齢構成は北区内の平均に比べて若年

層が少なく高齢者が多くなっている（図 2）。 

・回答者の居住年数 20 年以上が 61.6％をしめ、

旧清掃工場建設時の激しい反対運動を知る住民も

多いものと考えられる（図３）。 

・ごみ分別意識は 97.2％の回答者が持ち、環境や

廃棄物に関する意識は高いといえる。 

（3）単純集計結果 

 アンケートの単純集計結果を表 1,2 に示す。 

３．２．５ アンケート結果 

（1）清掃工場に対する地域住民の意識 

清掃工場に対して好意的イメージ（よい、ややよ

い）が 60.8％と多く、これまで社会的に忌避施設

とされてきた清掃工場とは異なる結果を示して

いる（図 4）。2016 年の千歳清掃工場調査も同様

の傾向を示しており、清掃工場に対する地域住民

の好意的イメージは、これまで忌

避施設とされてきた社会的認識と

は異なる新たな知見といえる。よ

いイメージの理由として社会的な

必要性の理解（31.0%）や温水プー

ル等の利益還元（11.8％）などが

大きな要素となっている（図５）。

工場への住民イメージは、地域や

周辺環境、立地経緯など多くの要

素が関連することがこれまでの研
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究 1)2)6)で示されており，新たな知見の評価は今後の研究課題となる。 

一方、「よくない・あまりよくない」の理由は有害物汚染 4.3％、悪臭騒音が 2.0％、景

観 悪 化 が 1.2 ％ な ど 従 来 か ら の 生 活 環 境 へ の 懸 念 が 示 さ れ て い る 。

 

 

（２）環境汚染に対する住民の不安 

環境汚染の不安を感じない住民

が 55.7％と半数を超えている。一

方、不安を感じる住民も 35.7％と

多く、環境汚染の不安払拭は重要

な課題となる。不安を感じない理

由は「工場を信頼している」が

28.2％、「 新の施設・設備」が

11.8％、「規制基準の遵守」が

12.2％となり、清掃工場を信頼す

る傾向が見られる。不安の要因は、

「設備の故障や事故」が 12.5％、

「環境汚染がゼロにならないから」が 12.5％など従来からの不安が解消されていないこと

回答者数　255名

表1　アンケート集計結果（属性） 不明　　　　：　回答なし、回答理由なし

複数回答　：　選択回答を複数回答

Q１　居住年数
居住年数 １年以１内 ３年以内 ５年以内 １０年以内１５年以内 20年以内 20年以上 不明 合計

％ 4.7 3.5 3.9 9.8 6.3 9.4 61.6 0.8 100

Q２　居住形態
居住形態 一戸建（持ち家 一戸建（借家） 集合住宅（持ち家） 集合住宅（借家） その他 不明 合計

％ 72.2 1.6 9.0 15.7 0.8 0.8 100.0

Q３　家族構成
家族構成 単身 家族 二世帯 その他 不明 合計

％ 16.5 71.0 10.2 1.2 1.2 100.0

Q4　職業
職業 会社員 公務員 団体職員 個人事業主 専業主婦 学生 無職 その他 不明 合計
％ 23.9 3.9 2.7 12.2 13.7 1.6 31.8 9.0 1.2 100.0

Q5　性別
性別 男性 女性 不明 合計
％ 54.5 44.7 0.8 100.0

Q６　年齢
年齢 20歳未満 20～29歳 30～39歳 40～49歳 0～59歳 0～69歳 70歳以上 不明 合計
％ 0.8 2.7 5.9 8.2 13.7 29.8 38.0 0.8 100.0

Q７　分別意識
分別意識 強くしている ややしている どちらともいえない あまりしていない 全くしていない 不明 合計

％ 73.7 23.5 0.8 1.2 0.0 0.8 100.0

　 回答者数　255名
表2　アンケート集計結果（質問事項） 　 不明　　　　：　回答なし、回答理由なし

　 複数回答　：　選択回答を複数回答

Q　１　清掃工場の認識 回答割合％ Q4-1　不安を感じない理由  回答割合％
認識 知っている 知らない 不明 合計 感じない理由 最新の設備 規制基準を守 工場を信頼 ＩSOを取得 その他 不明 複数回答 合計

回答者 95.3 3.5 1.2 100.0 回答者 11.8 12.2 28.2 0.0 2.4 43.9 1.6 100.0

Q 1-１　清掃工場のイメージ 回答割合％ Q4-２　不安を感じる理由　    回答割合％
イメージ よい ややよい どちらともいえない あまりよくない よくない 不明 合計 不安理由 故障・事故 環境の悪化 清掃車交通 汚染が0でない その他 不明 複数回答 合計
回答者 41.2 19.5 28.2 4.3 2.0 0.0 100.0 回答者 12.5 5.1 1.6 12.5 2.0 63.9 2.4 100.0

Q 1-2　よい、ややよいの回答理由　　 回答割合％ Q５ 温水プールの認識 回答割合％
よい理由 ごみ処理に必要 還元施設 発電 循環型社会貢献 その他 不明 複数回答 合計 認識 知っている 知らない 不明 複数回答 合計
回答者 31.0 11.8 2.0 6.3 1.2 36.1 11.8 100.0 回答者 94.1 5.1 0.8 0.0 100.0

Q1-3　あまりよくない　よくない　の回答理由　　 回答割合％ Q５-1  温水プールの利用 回答割合％
よくない理由 有害物汚染 悪臭騒音 景観悪化 イメージ悪化 その他 不明 複数回答 合計 利用の有無 ある ない 不明 複数回答 合計

回答者 4.3 2.0 1.2 0.4 0.4 91.4 0.4 100.0 回答者 52.9 42.0 5.1 0.0 100.0

Q2  工場の基本的役割認識 回答割合％ Q６　地域防災施設となる必要性 回答割合％
認識 知っている 知らない 不明 複数回答 合計 必要性の有無 必要 少し感じる ちらともいえない あまり感じない 必要ない 不明 複数回答 合計

回答者 71.4 26.3 2.4 0.0 100.0 回答者 74.1 15.7 6.3 0.4 0.4 3.1 0.0 100.0

Q3  エネルギー回収認識　 回答割合％ Q７　防災機能によるイメージの変化　   回答割合％
認識 知っている 知らない 不明 複数回答 合計 イメージ変化 よくなる やや良くなる 変わらない やや悪くなる 悪くなる 不明 複数回答 合計

回答者 68.2 29.4 2.4 0.0 100.0 回答者 58.4 21.2 17.6 0.4 0.4 1.6 0.4 100.0

Q４　　環境汚染の不安　 回答割合％ Q7-1　イメージがよくなる理由    回答割合％
不安感の有無 感じない 少し感じる 不安に感じる わからない 不明 複数回答 合計 よい理由 災害時の安全 通常時の安心 辺地価上昇 その他 不明 複数回答 合計
回答者 55.7 29.4 6.3 7.1 0.8 0.8 100.0 回答者 60.4 16.9 0.4 0.8 20.8 0.8 100.0

Q7-2　イメージが悪くなる理由 回答割合％
わるい理由 災害時の混乱 役立つか不明 費用が大きい その他 不明 複数回答 合計
回答者 1.2 2.7 0.4 0.4 95.3 0.0 100.0
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もわかる。特にゼロリスクを求め

る意見も多く、環境影響や健康被

害に関する理解を地域住民に広

める施策、啓蒙・広報活動が必要

となる（図 6、7、8）。 

（3）防災機能によるイメージの変化 

 防災支援による工場に対する

イメージ変化は、79.6％と多くの

住民が好意的に変化することが

示された。住民の防災に対する関

心が高く、支援工場への期待が大

きいと考えられる(図 9)。イメージが好意的な方向に変化した要因は、災害時の安全が

60.4％、通常時の安心感が 16.9％など、安全、安心を求め多くの住民が防災機能の付加に

期待していることがわかる。 

（4）アンケート調査による新たな知見の確認 

清掃工場に対する

地域住民の意識が忌

避施設ではなく好意

的なイメージを持つ

施設であることが北

清掃工場の調査によ

り確かめられた。ま

た、２３区外の武蔵

野市の武蔵野クリー

ンセンターでの調査

資料 7）でも同様の結

果が得られた（図 10）。 

３．２．６ まとめと課題 

＜まとめ＞ 

清掃工場に対する地域住民の好意的なイメージを示した本研究の成果は、廃棄物計画に

おける清掃工場の位置づけを、忌避施設から受容される施設へと変化させる新たな知見と

なる。28 年度の世田谷区千歳清掃工場周辺地域の調査で好意的なイメージを持つ住民意識

の確認に続き、本年の北区北清掃工場周辺地域の調査においても同様の結果が得られ、清

掃工場が忌避施設から受容される施設に変容しつつあることが確かめられた。さらに、2017

年 12 月に行った武蔵野市の武蔵野クリーンセンターにおいても清掃工場に対する好意的

住民意識が確かめられたことで、清掃工場に対する地域住民の意識が忌避から受容へと変

容しつつあることが、仮説から現実的な変化としてとらえられる段階にあると考えられる。 

また、清掃工場に防災支援能力を付加することは、市街地立地を促進し、都市施設とし

て、公衆衛生の確保とともに地域エネルギー施設として社会的有用性をより高めることを

示した。 
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＜今後の課題＞ 

 これまで清掃工場は、社会的な認識として忌避施設とされて来たが、この社会的認識を

否定する好意的な意識を持つ地域住民が多くいる実態を本研究は初めて定量的に示した。

清掃工場に対する住民意識と社会環境や技術環境の関連を時代的変化（時系列）で考察す

ることが新たな研究課題となる。 

 住民意識の変化に関する課題 

 清掃工場に対する好意的イメージが特異な事例でなく、今日の社会的な認識

の傾向であることをより明確に示すため、地域性の異なる地域でのアンケー

ト調査やヒアリング調査を積み重ねる。 

 清掃工場に対する住民意識の変化と要因を明らかにするため、過去の住民意

識に関する世論調査や研究などの文献調査とともに、清掃技術の進歩などの

影響要因を時系列で調査・解析する必要がある。 

 過去の清掃工場建設や計画に携わった関係者に対するヒアリングを行いその

時々の住民意識を明らかにする。 
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