
中 長 期 的 課 題 検 討 結 果

報 告 書

平成 30 年５月 

中長期的課題検討委員会





は じ め に

我が国は、経済の成熟・停滞期となり、人口減少と超高齢化が進行する中で、高度

経済成長期に建設した社会インフラ施設が老朽化しつつあります。経済成長とともに

温暖化ガス排出量が増加し、地球温暖化が不可避な状況になりつつあります。これか

ら我が国が直面する課題と要請に対応するには、これまで当学会が取り組んできた廃

棄物資源循環での工学の知識、技術、経験のみでなく、新しい廃棄物資源循環として

の方向性を示す必要があります。

したがって、これからの廃棄物資源循環での工学は、高度に専門化した個別の課題

に取り組むだけでなく、大規模自然災害への対応、社会インフラの再構築など、より

大きな枠組みで取り組むべき課題や、解決に時間を要する課題にも取り組む必要性が

あります。

本検討委員会では、取り組むべき課題、予防的な取り組みを学会員の方々と議論す

る場として、将来に起こるであう課題は何か。また、役割とは何かを議論し、具現化

に向けて提案することを目的として、計 5 回の検討委員会を設け、その結果として本

報告書にとりまとめを行いました。

最後に、各委員から幅広い意見を頂戴し、大変にお忙しいところに手弁当で参加を

して頂きました委員の方々にこの場をお借りしまして感謝申し上げます。

一般社団法人 廃棄物資源循環学会
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委員長 島岡 隆行
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地域個別的な施策がより必要とされる地域個別的な施策がより必要と１．

される想定される社会の変化 

ここでは、30 年後の 2050 年頃に日本の社会がどのように変化しているのかを想定

した。

1) 人口減少 

 日本においては人口減少・少子高齢化が最も基本的な将来予測であり、それに伴う

社会的影響が多く考えられる。国立社会保障・人口問題研究所によれば、日本の将来

人口は図１に示すように年々減少していくとともに 65 歳以上の人口が増加し、割合

も増加する。表１に示すように 2050 年には人口が 250 万人減少し、1 億 1 百万人と

なり、65 歳以上の割合も増加し、37.7％となる。

出典：日本の将来人口 平成 29 年水位計 国立社会保障・人口問題研究所

図１ 日本の人口予想 

表１ 日本の人口予想と割合 

出典：日本の将来人口 平成 29 年水位計 国立社会保障・人口問題研究所より作成

 また、世界各国の 2015 年から 2030 年までの人口変化率は－0.82%～5.06%の幅を

とり、全 233 ヶ国（地域含む）のうち 34 ヶ国が人口減少に直面する。そのうち、減

少人口が大きい国は表２に示すとおりであり、日本がまさしく人口減少に先進的に直

面することとなる。なお、先進国の人口は 2046 年がピークとなる。

表２ 世界の人口変化 

出典：2015～2030 年の減少人口が多い上位国 UN(2017)より算出

総数 0～14歳 15～64歳 65歳以上 0～14歳 15～64歳 65歳以上
2015 127,095 15,945 77,282 33,868 12.5% 60.8% 26.6%
2030 119,126 13,212 68,754 37,160 11.1% 57.7% 31.2%
2050 101,923 10,767 52,750 38,406 10.6% 51.8% 37.7%

人口(1,000人） 割合（％）
年次
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2) 人口構成・世帯の変化 

 国立社会保障・人口問題研究所によれば、世帯総数は 2019 年をピークに減少し始

め、「単独」「夫婦のみ」「ひとり親と子」の割合が増加していく。特に，65 歳以上の

高齢世帯が増加する。

 高齢者の増加は図２のとおり医療費の増加傾向になっており、今後も続く。また、

厚生労働省の調査によれば、高齢期に生活したい場所は「自宅」が 72.2%と最も多く、

高齢者の単身世帯は増加傾向にあるが、高齢期の一人暮らしには 81.7%が不安を感じ

ている。図３のとおり、そのときに受けたいサービスのなかで、ごみ出しは 19.2%の

回答に含まれており、今後も続く。

出典：平成 28 年版厚生労働白書

図２ 医療費の増加 

出典：厚生労働省（2016 年版）

図３ 高齢者が一人暮らしのときに受けたいサービスの回答割合（n=3,000）
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3) 「公」の変化 

① 財政悪化 

 高齢化に伴って社会保障費が増大し、2015 年の 75.8 兆円が 2025 年には 83.3 兆円

と予想されため、政府・地方自治体の財政は悪化することになる。

② 地方衰退 

 少子化に伴い、地方の若者の都会へ流入が続き、地方が衰退する。これによって、

地方自治体の財政はますます悪化する。

4) 地域産業と公共工事の変化 

 日本の社会インフラは高度経済成長期に集中的に整備されたため、急速に老朽化す

るとされている。今後、建設後 50 年以上経過する施設の割合は加速度的に高まり、

一斉に老朽化するインフラを戦略的に維持管理・更新することが必要となる。

 施設更新にあたっては、人口減少などの社会構造変化により財政が厳しくなり、こ

れまでの制度や体制では安全性を維持することの困難な施設が増加する。中長期的な

社会経済情勢の変化を見据え、施設の再構築と多機能化が必要となる。

 日本は今後人口が減少し、税の確保が困難となっていく中において、過剰なインフ

ラ投資を避けるべきとの議論が盛んになる。例えば、土木分野においては道路にお金

を費やしているときではないなどが考えられる。

5) 資源価格の上昇 

① 資源価格上昇 

 廃棄物を資源として利用する動機づけが高まる。特に、バイオマス利用の推進、下

水道との連携は進む。現状でもそうであるが、資源循環に利用できる廃棄物の奪い合

いはさらに激しくなる。

 日本の人口減少が進む一方で、世界人口は 2050 年まで増加傾向が続く。人口増加

に伴う食料需要の増加に対応するため、肥料のニーズは高まる。リンを例にみると、

世界のリン肥料消費量は 2000 年以降 36%増加している。日本はリンを 100%輸入に

依存している。リン鉱石の生産大国であり消費大国でもあるアメリカ、中国などは既

に戦略資源として輸出制限の動きにある。日本と同様にリンを輸入に依存する EU で

はリン鉱石を CRMS（Critical Raw Materials）に位置付け、リンの効率的利用と下

水汚泥等に含まれるリン資源の循環利用に向けた制度整備が進められる。回収技術開

発の動機づけに留まらず、肥料市場に回収リンが受け入れられるための規格整備など

も進められている。肥料価格の上昇は農業のコスト上昇に繋がるため、農業の持続可

能性の観点からもリンの有効利用、資源循環利用の重要性は高まる。

 日本はリンに留まらず他の多くの資源を、輸入に依存している。資源価格が上昇す

ると鉄、銅、アルミ、貴金属類に加え、他の元素も一次資源の直接利用に比べて二次

資源の利用がコスト面でも合理的となる可能性がある。これまで整備してきた社会イ

ンフラ、自動車、電子機器類（電池、電子基盤など）の更新時に、対象物に含まれる

資源価値に応じて純度、機能の高い形態で資源化することが一次資源の消費量低減に

つながると考えられる。
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 資源循環への変化点となる資源価格レベルを下げるためには、資源循環技術の低コ

スト化が重要な課題となる。

 また、資源価格が上昇すると、過去の鉱山の尾鉱の再製錬などの需要も出てくる可

能性がある。こうした需要に応える低コスト、低エネルギーの選別技術の開発も課題

となる。低エネルギー型の熱化学的分離技術、高度高速画像化技術と連動した無人物

理選別などの技術革新が期待される。更なる高度選別、分離精製技術の開発と並んで、

生成物の利用に向けた規格整備など制度面の課題となる。

② 資源循環技術の開発と展開 

 日本は資源輸入国であり、鉄鋼、非鉄金属などの資源循環に関わる産業インフラも

整っており、資源循環の分野で世界をリードする存在となれる。資源循環技術の開発

を積極的に進めて、国内に留まらず世界各国と連携して資源循環を展開していくこと

が、持続可能な発展に向けて重要な課題となる。

③ 将来のエネルギー事情 

 世界的には電気エネルギーがひっ迫する。発展途上国の急激な経済発展によりこれ

までの電気需要が大幅増加する。したがって、原子力、火力そして再生エネルギーな

ど電源は様々あるが、今後の中心となるのは地球環境に優しい再生エネルギーの活用

となる。

6) 技術の変化 

① 成長戦略重点５分野 

人口が減少する中で一人当たりの生産性を高め、経済的付加価値を増大させる研究

分野がある。国は成長戦略として重点５分野「健康寿命の延伸」、「移動革命の実現」、

「サプライチェーンの次世代化」、「快適なインフラ・まちづくり」、「フィンテック」

を上げ、日本の強みが生きる分野に政策資源を集中する方針を示されており、今後、

研究が進む。

② AI 技術 

 すべてに共通する横断的な技術としてセンサー技術、AI（Artificial Intelligence）
技術がある。この AI の進展は目覚ましく、特に人間のコツやカンに頼ってきた分野

は AI に置き換えられる。AI を社会に実装するにはセンサーの普及が欠かせない。

LPWA（Low Power Wide Area）と呼ばれる低消費電力のセンサーが続々と開発され

ており、社会のあらゆるところにセンサーが設置される。したがって、近い将来には、

「公共物すべてにセンサーが導入され AI が活用される時代」が到来する。第 4 次産

業革命とも呼ばれる「モノのインターネット（IoT）」、ビッグデータ、ロボット、AI
等による技術革新は、従来にないスピードとインパクトで進展しており、この技術革

新を的確に捉え、大胆に経済社会システムが変革する。

7) 災害（震災・水害）対策 

 東日本大震災を経験し、防災・減災の意識が高まり、国民的に浸透している。

 予測技術の進展により、災害発生の切迫度が高度に予測可能となり、人的災害が軽

減される。これにより、大規模災害について各分野が連携し、実効性のある対応が可
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能となる。

① 大規模災害での対応策(長期) 

 災害監視や災害予測技術の現状と今後の見通しを表３に示す。

 災害監視技術は、東日本大震災以降、災害監視衛星や GPS（Global Positioning 
System）を活用する技術などが一般化し、住民にも浸透している。また、災害に関す

るリスク評価技術も、地震リスクマネジメントが一般化しつつあるなど、一定の手法

が確立している。

 中期的には、これらの手法をブラッシュアップし、マネジメント技術の進展もにら

みつつ、的確に手を打つことが可能となる。

 長期的には、災害予測技術が進展し、プレート境界地震と内陸地震それぞれについ

て被害発生が予想される地震発生の場所や時期などの切迫度が高度に予測可能となり、

人的災害の軽減がより確実になる。

表３  災害監視や災害予測技術の現状と今後の見通し 

技術分野 災害監視や災害予測技術の現状と今後の見通し

災害監視

技  術

・ 災害監視衛星、通信衛星、GPS、無人飛行機などを活用して、災害の監視、発生後の災害

状況の把握および迅速な対応(必要なところに必要な情報を配信)を可能にする危機管理シ

ステム（2014）
・ 海洋を含む日本全土をカバーする一元的なデジタル国土管理・利用システム（地球観測衛

星のデータと GPS,通信衛星、GIS 等を活用して土地利用、海洋情報、地図等の情報をデジ

タル化（2014）
・ 地震や火山、洪水等の自然現象、あるいは人為的事故に伴う災害リスクポテンシャルを住

民が認識、理解し、行政と協力して減災策を構築できるシステム（2014）
・ 降雨短時間予測と雨水管理（輸送、貯留、処理）の技術および警報・避難・規制システム

の高度化による、河川・道路等の災害がもたらす人的被害の大幅な削減（2017）
リスク評価

技  術

・ 地震発生確率の長期評価手法の確立に基づく、地震リスクマネジメントの一般化（2018）
・ 大規模停電や長期断水など広域かつ甚大な都市機能マヒの発生時の復旧支援技術（2018）

災害予測

技  術

・ 巨大地震発生時の構造物や地盤の挙動を正確にシミュレートする技術（2014）
・ 高層建物やタンクなど、長周期構造の海溝型地震に対する耐震性評価と補強技術（2014）
・ 信頼性の高い水害、土砂災害予測情報が提供できるような精度の良い降雨予測技術（2019）
・ 地震検出システムに連動し、非直下型地震の地震波到達までの時間を利用して人命の安全

確保を図るビル統合管理システムやホームセキュリティシステムの一般化（2020）
・ 地殻の歪みの分布や過去の地震履歴の分析等により、中期的(5～10 年程度先)な大規模地震

(M8 以上)の発生を予測する技術（2021）
・ 事故や災害による環境影響の早期警報など、専門家による早期警報、早期予知のシステム

が確立し、科学技術によって対処すべき課題の早期発見、影響評価が可能になる（2021）
・ 地震発生数分前の予知を可能にする地殻変動センサ（2023）
・ 地震発生域規模での地殻内の広域応力場の測定を可能とする技術（2026）
・ プレート境界地震と内陸地震それぞれについて、被害の発生が予想されるマグニチュード

7 以上の地震発生の切迫度（場所と時期）を人的災害の軽減につながるような高精度で予

測する技術（2030）

8) 法制度の変化 

① 技術展開の課題 

 日本の法制度は縦割りであり、様々な発電方法も省庁を異にしている。グリッドを

構築するには発電、蓄電、送電ならびに系統の周波数管理となる。いわば高度技術と

高効率機器、そして再生エネルギー利用の要素集合体であり、さらなる高度化がキー

となる。
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9) 海外の変化 

2015 年 9 月に「持続可能な開発サミット」が開催され、150 を超える加盟国首脳の

参加のもと、「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」を採択。その際に策定され

たのが 2030 年を目標年次とするＳＤＧｓ（Sustainable Development Goals）である。

ＳＤＧｓは、先進国・途上国を問わずすべての国を対象とした社会課題を提示したも

のであり、グローバルレベルでのパートナーシップの必要性を強調し、民間企業の役

割が強調される。
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廃棄物資源循環分野における変化 ２．

1) 廃棄物量の減少による焼却施設の処理能力余剰 

 一般廃棄物の焼却施設の稼働率は、1998 年度から 2009 年度にかけて、図４のとお

り低下してきている。人口減少とリサイクル進展に伴う廃棄物発生量の減少とバラン

スのとられた施設整備が求められる。

図４ 地域区分別の焼却施設の施設稼働率の低下（田崎ら 2013） 

 将来、人口減少に伴って廃棄物量は減少すると考えられる。現在においてごみ焼却

施設は発生量に対して余裕がある状況のため、中長期的には相当量の余剰量が見込ま

れる。廃棄物量の減少により、3 炉ある焼却施設が常時 2 炉稼働、2 炉ある施設が常

時 1 炉稼働など、処理施設の能力との乖離が大きくなる。また、市町村単位での処理

が基本であることから、近隣市町村同士での相互融通が困難であり、それぞれの市町

村が課題を抱えることとなる。

 また、焼却施設や最終処分場の数など廃棄物処理における固定費を大きく削らない

限り、処理費は大きく減らない。※）素材集①参照

2) 少子高齢化に伴うごみ質の変化 

 単身世帯の増加によるプラスチック類の増加、生ごみの減少、紙おむつ類、医療系

廃棄物の増加がする。さらに、高齢者は分別能力が低く、資源循環に適さない混合廃

棄物が発生する。また、福祉施設や家庭からの紙おむつの増加も見込まれる。医療系

廃棄物の増加も予測される。これに伴う「ごみ質の変化」、「高齢者のごみ排出、収集

形態の変化」が見込まれる。※）素材集②参照

3) 少子高齢化に伴う分別への意識変化 

 日本の廃棄物処理（2015 年度実績）によると、分別区分数は 11～15 が最も多い。

容器包装リサイクル法、小型家電リサイクル法等の整備により分別区分が増加すると

ともに、近年では生ごみ分別を行う自治体も増加している。これに高齢者が対応でき

ず、異物の混入、自宅に溜まったままの状態となるなど、ごみ出しを行えない状況が

発生する。これが悪化する場合には、ごみ屋敷の増加も懸念される。

 また、過疎化が進む中山間地では、特に高齢化が著しく進む。自動車免許の返納、

要介護者の独居世帯などでは集落に一つのごみステーションにごみを出せないという

問題が既に生じており、ステーション回収から戸別回収となる。※）素材集③参照

4) 都市圏への人口集中によるごみ量の偏り（都市と地方の二極化） 

 都市圏への人口集中、特に若者層により、都市圏ではごみ量、ごみ質とも現状と大

きく変わらない可能性があるが、地方においては、ごみ量減少、ごみ質変化が大きく
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なり、都市と地方でごみ処理を取り巻く環境が大きく変わり地域個別的な施策がより

必要とされる可能性が高くなる。

5) 財政悪化 

 廃棄物処理にかかる費用の負担として 2013 年度の全国のごみ処理費用は約 1.85 兆

円となっており、このまま公的部門が負担し続けるのか、多くの自治体でゴミ袋有料

化が導入されているように家計部門への負担を増やすのかは議論が必ずや起こる。

 いずれにせよ、廃棄物処理コストの低減要求はますます増える。公設公営方式は消

え、公設民営、民設民営が主流となる。

6) 地方衰退 

 中山間地での廃棄物収集サービスは維持できなくなる。焼却施設は大規模自治体へ

の統合が進み、小規模自治体は焼却施設を持たなくなる。それに伴って、廃棄物の運

搬距離が増加し、小規模都市にとっては廃棄物運搬に関する費用が増大する。

7) 資源価格上昇 

 廃棄物を資源として利用する動機づけが高まる。特に、バイオマス利用の推進、下

水道との連携は進む。現状でもそうであるが、資源循環に利用できる廃棄物の奪い合

いはさらに激しくなる。

 資源循環への変化点となる資源価格レベルを下げるためには、資源循環技術の低コ

スト化となる。例えば、廃棄物溶融技術は溶融メタル及び溶融飛灰を介して静脈側か

ら非鉄精錬プロセスに資源をつなぐ役割を担うポテンシャルを持つ。一方でスラグ品

質確保、エネルギーコスト、整備コストといった課題が残り、運用を停止した事例が

増加する。

8) 廃棄物処理技術の進化 

 ダイオキシン類対策やエネルギー回収等において成熟してきているが、中長期的に

は、さらなる発電効率の向上や、AI、IoT 技術を活用した技術が進化する。

 最も深く関連するのは「サプライチェーンの近代化」である。設計、開発、製造、

運用、保守、廃棄などの生産活動を支援し、最適化、効率化する高度な動脈、静脈連

携システムの開発に資する研究が行われる。また、リサイクル性や環境性能を含めた

製品開発の効率性、設計期間の短縮のための研究を行い、製品国際的競争力を強化す

るとともに環境負荷を低減させるための技術開発が行われる。

 廃棄物処理技術の進化に伴い、以下の点が課題解決に寄与可能な事項と想定される。

① AI による廃棄物発生量の予測 

AI による廃棄物発生量の予測が可能となり、効率的なごみ処理体制が構築される。

② AI ごみ収集車 

 収集車の自動運転より収集効率アップによりごみ処理費用の削減が行われる。また、

廃棄物ボックスセンサー設置を行い AI により配車管理が行われる。

③ ごみ収集へのドローン活用 
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 自治体の財政難に伴い、ごみ収集にドローンの活用により収集効率のアップが行わ

れる。

④ ごみ焼却技術における高効率発電 

 ボイラの高温、高圧化については、蒸気条件 4MPa×400℃程度が近年の主流であ

るが、施設によっては 6MPa×450℃の高条件での設計事例も見られる。中長期的に

見ても、この傾向はさらに続き、ごみ焼却施設が大規模な発電所としての位置付けが

高まる。なお、熱源としてはプラスチック類が最も有効であることから、リサイクル

関係法や住民意識の状況等を考慮しながらこの取扱いを定められる。

⑤ リサイクル技術における AI 活用 

AI 技術を活用して、収集拠点におけるごみ集積量の把握と最適収集ルートの設定の

ほか、廃棄物の画像認識やロボットによる選別、焼却施設の最適制御、自動管理が開

発される。資源物の選別には、磁選別、アルミ選別の他、手選別が多く用いられてい

るが、AI を活用した選別が開発・運用される。この活用により、例えば、住民の排出

段階で複数の品目に分別する必要があったものを処理側で行うことができ、分別区分

を減少することができる。※）素材集④参照

⑥ 施設の多機能化 

 人口減少など社会構造の変化により、これまでの制度や体制では安全性を維持する

ことが困難な施設が増加する。廃棄物処理施設の場合、点検・診断は、装置ごとに目

視点検・寸法測定・超音波法・サーモグラフィー・水圧検査法など多様な技術を活用

して行われている。これらの点検・診断は、施設の劣化予測・故障対策を適切に行う

ことを主目的としたものであり、廃棄物処理施設のうち、ごみ焼却施設やメタンガス

化施設などでは、高効率なエネルギー回収が可能となる。そのような性能維持を主目

的とした点検・診断を行うには、これまでにない点検・診断技術、センサーやロボッ

ト、ICT など技術の開発や活用が考えられる。具体的には、従来の点検・診断技術は

主に施設の稼動を停止させた状態で行う技術であるが、稼働中のデータを新技術によ

って把握し、それらデータを劣化予測・故障対策に活用すれば、より効率的な施設の

運用や、より低コストの補修・整備が可能となる。

 廃棄物処理施設としては、地域における循環型社会の形成や災害対策の拠点となる

インフラとしての役割が期待できる。

9) 法制度の変化 

 法制度については、各種課題解決のために改正等が行われることから、中長期的に

は、変化に則した法の制定、改正等が行われる。

 廃棄物処理分野においては、平成 6 年 8 月の環境基本法施行から、各種リサイクル

法が制定されている。これらの制定は、制定前までに生じていた課題を解決するため

に行われており、今後も社会環境等の変化に応じて制定及び改正が行われる。

10) ＮＩＭＢＹ 

廃棄物処理施設の周辺住民の我慢は限界に到達し、施設の更新でも困難になる可能

性はある。特に、自治体間の施設統合による施設更新時には、他自治体の廃棄物の持
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ち込みに対して強い抵抗感はある。一方で、人口減少に伴って周辺住民が存在しない

土地に施設を建設する場合も出てくる。地方財政がひっ迫する中で、特にコスト面の

合理化が必要との認識が市民に浸透しやすくなる。一方で、市民の廃棄物処理施設に

係る価値観は NIMBY の位置付けから変わらず、自治体間の長期的な調整が必要な広域

化はなかなか進まない。 

11) 海外の変化 

2015 年 9 月、国連加盟 193 か国が全会一致で「我々の世界を変革する：持続可能

な開発のための 2030 アジェンダ」を採択した。そこに列挙された SDGs の 17 目標の

ひとつとして廃棄物問題は顕に掲げられてはいないものの、複数の目標の達成に密接

に関係しており、健全な廃棄物処理処分及び資源循環の追求は持続可能な発展原則と

軌を一つにする。SDGs の重要な視点は、様々な問題が相互に関連するため同時並行

的に多様な方法で問題解決に当たることを必要としている。このアジェンダについて

2030 年までに一定の成果を収めることを加盟各国は目指すことになるが、必ずしも楽

観できる状況にはない。しかし、SDGs の視点と方法論は数十年先もなお有効である。

有限な地球資源のもとで世界人口が 2050 年に 97 億人になることが予測されている。

地球上で共生する人々の人権と自由を尊重しつつどのように公平な社会を築き、維持

してゆくべきであるかはますます世界共通の課題となってくる。利益相反が頻出する

人々の諸活動を整合的に組み合わせて持続可能な発展を効率的に実現するためには、

行政、事業者、研究者、生活者の間で倫理観や社会規範を共有し、それに基づく合理

的な事業活動や消費行動の評価方法をまず確立する必要がある。関係者には固有の観

点があるにしても、できるだけ共通の尺度でそれぞれの分野での達成度を測り、社会

全体で PDCA のサイクルを回して持続可能な資源及び廃棄物の循環系を実現しなけ

ればならない。

そのためには、先導的な思想、あるべき社会の仕組み、期待される技術等を総合的、

学術的に研究する学会として以下のような事項に留意する必要がある。  

① グロバールな価値観や倫理観を反映した研究目標の明確化 

廃棄物処理の関係者間で個々の利害関係を克服してグロバールな価値観や倫理観

を共有し、それに基づいた行動に移れるように当学会が関与していくことが望まれる。

ごみ処理は、人間の衛生的生活の維持に必須のものとして発展してきたが、今や地球

環境を守る観点を取り込まなければ人類の未来が危ういと考えられている。現在のご

み処理では現代生活から発生する有害物質の環境汚染を防止するように中間処理や最

終処分を実施している。しかし、そもそも便利さや快適さを現世代が享受する過程で

発生した有害物質を次世代に負の遺産として引き継ぐことは倫理的なのだろうか。こ

のような問題提起にも今後の廃棄物処理事業は答えを用意する必要がある。

② 全体最適を目指す系間関係の体系化 

優れた研究成果は、その研究の対象分野内において有意義であることは当然である

が、研究の条件や前提の妥当性を含めたさらに広い観点においても普遍的に正当性を

有することが理想である。とりわけ、環境関連の研究分野では分野相互の干渉が濃密

であり、個別の研究成果は「持続可能な発展原則」に即したものであるかどうか検証
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されねばならない。なぜなら、与件が変化すると急速に研究意義が薄らぐこともあり

得るからである。したがって、できるだけ大きな系で研究成果の経済性や省エネ性な

どを検証することが望ましい。その意味から複数の系の相互干渉を調べる研究自体が

意味をもってくる。

例えば、SDGs は、17 Goals、169 Targets、244 Indicators を内含する系である。

これらの目標や指標の関係を定量的に扱うことができれば、大目標への達成度や個々

の成果のより正当な評価が可能となる。
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想定される社会の変化及び廃棄物分野における変化との関連 ３．

 ここでは、廃棄物資源循環分野における変化は、想定される社会の変化により大き

な影響がある。そこで、表４に「１．想定される社会の変化」と「２．廃棄物資源循

環分野における変化」との関連に関して影響がある項目を列挙した。なお、想定され

る社会の変化に掲げられた各項目は、廃棄物資源循環での分野に、複雑に絡み合って

おり、必ずしも並列ではない。
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表４ 想定される社会の変化及び廃棄物分野における変化 

【国内】 

想定される社会の変化 廃棄物資源循環分野における変化 

1. 人口の変化

・人口減少

・過疎化、限界集落の増加

・空き家

・都市圏への人口集中

・身近な外国人の増加

・廃棄物発生量の減少

・焼却施設などの廃棄物処理施設の数や容量の減少

・自治体による廃棄物回収サービスなどが維持困難とな

り他ビジネスとの融合

例：宅配サービスでの廃棄物業と他サービス業の垣根

  撤廃

2. 人口構成・世帯の変化

・超高齢化

・少子化

・医療・介護の分野の拡大（医療費の増加な

ど）

・単身者増加

・市民の分別能力の低下

・中食の発展による容器包装の増加

・紙おむつの増加

・医療機器、医療廃棄物（注射針、輸液バッグ等）の増

加

3. 「公」とその役割の変化

・地方衰退、財政悪化

・PPP のさらなる進展、民間活用

・都市と地方の二極化

・自治体が廃棄物処理を担うという前提では有効に機能

しなくなる場面がでてくる

・ドローンによる廃棄物の収集

・資源回収や廃棄物処理の完全民間委託の増加

・廃棄物処理コストの低減要求増より、AI による焼却・

処分場の無人管理

・ごみ袋有料化の高額化

4. 地域産業と公共工事の変化

・製造業の移転に伴う空洞化

・土木工事の減少、維持の時代へ

・小売業及び流通の変化よりネット販売、宅

配の増大

・託送便や生協配達の普及による生活物資輸

送の変化

・焼却施設集約化

・延命化技術の発達

・再生資源の土木資材用途、製品部品用途の需要減少、

受け皿不足の顕在化

・運送の戻り便等によるリサイクル品等の回収促進

5. 資源価格の変化

・資源採取段階での環境規制等の強化による

価格上昇、持続可能な調達の進展

・資源の短期的な供給停止に伴う価格上昇

・発展国の需要増に伴う資源供給不足と価格

上昇

・途上国の発展に伴う循環資源価格の低下

・エネルギー利用に伴うバイオマス利用の推進

・下水道との連携

・リサイクルの促進により分別の自動化（無人管理）

・掘り起しごみから、山元還元（溶融処理）技術により

重金属回収

・有価で国際循環していた循環資源の国内処理化

・国際資源循環の新たな進展
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想定される社会の変化 廃棄物資源循環分野における変化 

6. 技術の変化

・情報技術

・ICT 
・IoT 
・人口知能

・ロボット化

・センサー

・自動化

・新規有害物質・材料の開発と販売（処理困

難な新素材）

・焼却施設における燃焼効率向上による施設のコンパク

ト化、延命化、更新の容易化

・ディスポーザーの普及

・ペーパーレス社会の進展による紙ごみ等の廃棄物発生

量の減少

・AI による廃棄物発生量の予測（収集側）、廃棄物発生

抑制（排出側）

例：IoT 冷蔵庫による食品賞味期限管理により焼却・

  処分場の無人管理

  センサーの向上によるメンテナンスの効率化

・分別の完全自動化（収集側）、センサーによる分別の

容易化（排出側）

・AI 配車管理による収集の効率化より焼却場周辺の渋滞

の緩和

・収集車の自動運転により焼却場周辺の渋滞の緩和

・廃棄物ボックスへのセンサー設置(産)での配車管理と

の連携

・電子マニュフェストと廃棄物ボックスセンサーの連携

(産) 
・ドローンによる廃棄物の収集

・住民の分別負荷低減等を受け止める技術の開発（選別

技術等）

・二酸化炭素回収技術（佐賀市の事例等）

・新たな物質の有害性評価、有害物質の管理、最終処分

場（保管含む）の確保が求められる

・新たな処理困難物（ロボット廃棄物など）への対応が

求められる

・個人情報・ビックデータを含む廃製品の適正処理

7. 災害（震災・水害）への対応

・南海トラフ大地震や首都圏直下型大地震へ

の備え

・焼却施設の分散化（スーパー焼却場は出現しない）

・多機能化（災害時避難所、拠点、備蓄）

・放射性廃棄物の廃棄物最終処分場選定に象徴される地

域住民との合意形成の困難性

・ごみ処理施設が有する特徴（発電機能、強固な建屋、

啓発拠点等）による施設の位置付けの変化

8. 価値観及びライフスタイルの変化

・技術の変化がもたらす個人化とネットワー

ク化

・流通・販売の変化がもたらす消費行動の変

化

・グローバル化がもたらす不安に対する生活

様式・働き方の変化（貯蓄の増加、国際社

・シェアリングの増加

・ネット型リユースの増加

・ごみの発生源の移転（家庭から店舗・流通拠点へ）

・市民の廃棄物処理施設に係る態度は NIMBY のまま変

わらない⇔PIMBY（Please In My Back Yard）で処

理施設がエネルギー創出施設などとして受け入れら

れるようになる
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想定される社会の変化 廃棄物資源循環分野における変化 

会・競争社会で生きるための教育へのシフ

トなど）

・SNS の利用と見栄えのよいライフスタイル

へのシフト

・上記がもたらす伝統的価値観からの脱却・

逸脱

・廃棄物業界に人材が集まらない、など施設への意識変

化

建設前の反対は依然として多いと想定されるが、完成

すると利用度が高くなる

9. 法制度の変化

・地方自治の変化

・規制緩和あるいは強化の動向

・税制（消費税や法人税など）の変化

・一般廃棄物と産業廃棄物の区分の見直し、あるいは異

なる区分の廃棄物のシームレスな処理体制の構築

・排ガス規制等の強化

・発電した電力、蒸気等の活用範囲の拡大

・全市町村統一の分別区分あるいは広域での分別区分の

統一

【海外】

想定される社会の変化 廃棄物資源循環分野における変化 

1. 発展途上国を中心とした世界人口の増加

（2050 年、世界人口 97 億人）に伴う食糧

やエネルギー需要増

・エネルギー（世界争奪戦／主流は電気、熱、

その他）

・世界中で安価、簡単に作れる廃棄物発電パッケージの

必要性が生じる

・広域化、大規模施設による大型廃棄物発電は残るにし

ても、世界中の小規模ＰＰＳが設立

2. 気候変動が地球環境や人間生活に及ぼす

影響

・異常気象の影響（CO2）、世界は食料不足、

エネルギー不足、そして天然資源不足へ

・エネルギー不足、特に電気需要が活性化

そして世界中で小規模のローカルグリッド

の必要性が生じる

・広域化、大規模施設による大型廃棄物発電は残るが、

小規模ＰＰＳの普及

・世界中で安価、簡単に作れる廃棄物発電パッケージの

必要性が生じる

その他、ソーラー発電

・残渣は回収して大規模再生施設の登場

・再生可能エネルギー（バイオマス、ソーラーなど）の

普及

・赤潮等の発生頻度増加、藻類の大量発生などによる湖

沼、海浜ごみの増加

・気温上昇による廃棄物の自然発火事故の増加

3. 国連の SDGs の設定 ・フードロスに対する社会的な削減プレッシャーの増大

・農業残渣の実態把握に対する社会的プレッシャーの増

大

・マルチベネフィット政策の重視、トレードオフ政策（例

えば 3R は進むが温暖化を助長する施策等）の見直し

4. 情報通信手段の発展に伴う情報の世界同

時共有化の進展

・再生資源の価値、品質の世界共通化

5. 旅行の容易化、物流の高度化に伴うヒト・

モノの国際移動の拡大

・物々交換、リユース対象物の国際移動量の増加
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４．目指す方向性 

 我が国は、経済の成熟・停滞期となり、人口減少と超高齢化が進行する中で、高度経済

成長期に建設した社会インフラ施設が老朽化しつつある。経済成長とともに温暖化ガス排

出量が増加し、地球温暖化が不可避な状況になる。当委員会においては、30 年後の 2050
年ごろの日本の社会がどのように変化しているかを想定し、廃棄物資源循環分野における

変化に対して想定した。そして、表 5 の「廃棄物資源循環分野の未来年表」に示すとおり、

30 年後の 2050 年には、あるべき姿として「持続可能は循環型社会の実現」を目指すこと

が必要不可欠であると考えた。

それまでに取り組むべき課題として、中期目標の 2030 年までに達成すべき予防的な取り

組みとしては、以下のとおりとした。

「取り組むべき課題」

持続可能な開発目標 SDGｓの達成

人口減少・高齢会対策型循環型社会の確立

災害対応体制の強化、確立

その他

また、各委員において、想定される社会の変化を踏まえて廃棄物資源循環分野における

変化において、目指す方向性を検討した。その結果と上記の「取り組みべき課題」を基に

研究テーマの整理（P.18～P.24）を行った。

１）持続可能な開発目標 SDGｓの達成 

テーマ１：持続可能な発展原則を柱に捉えた廃棄物資源循環学の体系化への研究

テーマ８：持続的廃棄物処理・資源循環システムの合理化に向けた地域と廃棄物処理

施設の価値観共有に関する研究

２）人口減少・高齢会対策型循環型社会の確立

テーマ１：人口減少社会に対応した廃棄物処理システムにおける高度 ICT 化への研究

  テーマ６：人口減少･超高齢化･財政悪化･民活･技術の変化･法制度の変化を踏まえた廃

棄物処理システム構築の研究

  テーマ７：超高齢化、過疎化地域において快適な住空間を維持するために必要なごみ

回収システムのあり方に関する研究

３）災害応体制の強化、確立

テーマ４：災害時における廃棄物処理体制の整備に対する研究

４）その他

テーマ３：廃棄物政策決定の土台となる科学技術リテラシーの普及への研究

テーマ５：途上国開発への支援に対する研究

テーマ９：資源循環技術の開発と展開に関する研究

テーマ 10：廃棄物処理システムの高度化（多機能化）への研究
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表５ 廃棄物資源循環分野の未来年表

年代 世の中の出来事 廃棄物資源循環分野での出来事

1960
年代

高度成長期

1970
年代

石油ショック 廃棄物処理法    ＜増大する廃棄物への対応と環境汚染の防止＞

1980
年代

バブル景気

1990
年代

地球サミット

阪神淡路大震災

資源有効利用促進法    ＜発生抑制と再生利用の促進の時代へ＞

容器包装リサイクル法、家電リサイクル法

ダイオキシン対策、不法投棄対策の進展   ＜環境汚染への対応＞

2000
年代

省庁再編

世界金融危機

循環基本法やリサイクル関連法の整備   ＜循環型社会の時代へ＞

循環資源の国際移動の増加     ＜国際資源循環社会の幕開け＞

廃電気電子機器等の廃棄物輸出と途上国での環境汚染問題

2010
年代

東日本大震災

持続可能な開発目標

（SDGs）

災害廃棄物対策の進展（新たな技術開発や体制等の検討に着手）

EＵの「循環経済」政策のコンセプトが国際的に広まる

2020
年代

東京オリンピック・パ

ラリンピックの開催

高齢化率が 28.9%に

持続可能な調達とイベントごみ対策が普及・進展

エネルギー回収が進展⇔リサイクルとの競合の可能性

民間委託（DBO を含む）を採用・活用する自治体数が増加

太陽光パネルのリサイクル・リユースが本格化

ネット販売事業者による廃棄物・リサイクル対策の進展

高齢者ごみ出し支援の充実⇔自治体財政をさらに圧迫

施設の集約化・統合化が進展⇔周辺住民との軋轢の可能性 

SDGs の達成に向けた新興国・途上国との国際協力の進展

2030
年代

人口が 1.19 億人に減

少

空き屋率が 30％に上

昇

東日本大震災から 20
年が経過

20 年代までの対策の進展により食品ロス発生の・・・目標を達成、資

源生産性の・・・目標を達成  ＜持続可能な開発目標 SDGs の達成＞

公共工事で利用されない循環資源の大量余剰発生⇔不法投棄発生

ごみ量減に対応した効率的な収集システムが整備

実用レベルに発展した IoT 化が廃棄物業界に普及

＜人口減少・高齢化対応型循環型社会の確立＞

災害監視衛星や GPS の活用が普及、災害リスクの評価手法が確立、甚

大災害の高度予測向上⇔災害対応への備えが強化

＜災害対応体制の強化・確立＞

2040
年代

高齢化率が 35.3%に ごみ処理費用の削減と循環利用の進展を同時達成

地球温暖化の進行に伴う災害廃棄物が増加

廃棄物業界の人材確保難がピークを迎える⇔人材育成と自動化

新高機能素材が静脈処理に困難をもたらす⇔未然防止対策の進展

資源価格が増加⇔地域資源の活用との調整が図られる

2050
年

人口が 1.02 億人に減

少

世界人口が 109.3 億

人に

地球温暖化防止対策目標を達成、再生可能資源の利用割合が・・・%を

達成、資源採取に伴う環境汚染・生態系の破壊のネットゼロを実現、国

際資源循環に伴う海外での廃棄物由来の環境汚染がほぼゼロに、最終処

分場の中長期的な管理がより持続可能な体制に発展

＜持続可能な循環型社会の実現＞
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資料１． 素材集 

２．廃棄物資源循環分野における変化 

1) 廃棄物量の減少による焼却施設の処理能力余剰 

「施設が発生量に対して余裕があることの根拠資料」

日本の廃棄物処理（平成 27年度版）平成 29 年 3月 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課

より算出。

平成 27年度の焼却量：34,813 千トン/年（34,813,000トン/年＝95,378トン/日）

平成 27年度の施設規模：181,890トン/日

(単位：千トン／年)

⑧ 集団回収量 2,394 ⑭ 総資源化量

⑩ 直接資源化 2,031 (2,526)

⑪ 焼却以外の中間処理 　 　中間処理後 中間処理後

計画収集ごみ量＋直接搬入ごみ量 5,777   保管量 再生利用量

41,587 (42,748) (6,325) 【44】 4,576

粗大ごみ処理施設

1,795 (1,798) 439

① 混合ごみ 2,689

ごみ堆肥化施設

176 (182) 135

② 可燃ごみ 28,848

ごみ飼料化施設

8 (8) 5

③ 不燃ごみ 1,177

メタン化施設

59 (59) 19

④ 資源ごみ 4,576

ごみ燃料化施設

639 (644) 369

⑤ その他 65

その他の資源化等を行う施設

128,024 3,027 (3,538) 2,404

128,039 ⑥ 粗大ごみ 511

その他施設

自家 73 (96) 【0】

処理 ⑦ 直接搬入ごみ 3,720

人口 ⑫ 直接焼却 処理残渣の焼却

1,390

15 ⑨ 自家処理量 22 (1,391)

(単位：千人) 焼却施設 1,207

【34】 (1,240)

災害廃棄物 (1,161) 34,813 (34,881)

 焼却残渣   処理残渣

 の埋立量   の埋立量

⑬ 直接最終処分 3,163 534

資源化 (3,174) (536)

最終処分場

処理･処分 (4,180)4,165

(375)

(439)

(2,903)

(10,040)

9,001

総

人
口

計

画

収
集

人
口

468 (470)

【7】

【3】

【0】

【0】

【0】

【0】

33,423
(33,490)

(5,120)

(141)

(5)

(19)

凡例

全連続式 准連続式 機械化バッチ式 固定バッチ式 合計

施設数 処理能力 施設数 処理能力 施設数 処理能力 施設数 処理能力 施設数 処理能力

(ﾄﾝ/日) (ﾄﾝ/日) (ﾄﾝ/日) (ﾄﾝ/日) (ﾄﾝ/日)

H18 627 162,149 256 18,849 370 8,606 48 412 1,301 190,015

H19 642 162,733 245 17,931 353 8,151 45 329 1,285 189,144

H20 642 161,305 245 17,533 337 8,145 45 320 1,269 187,303

H21 644 162,024 235 16,824 317 7,035 47 323 1,243 186,205

H22 648 161,832 228 16,501 305 6,728 40 312 1,221 185,372

H23 658 163,574 221 15,889 296 6,574 36 219 1,211 186,255

H24 655 162,334 218 15,556 281 6,316 35 220 1,189 184,426

H25 652 161,044 220 15,518 267 5,919 33 202 1,172 182,683

H26 662 162,480 207 14,775 258 5,640 34 217 1,161 183,111

H27 674 162,745 192 13,471 244 5,488 30 186 1,140 181,890

（民間） 211 76,294 28 813 15 960 67 661 321 78,728

　　炉型式

年度

「資料編」
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2) 少子高齢化に伴うごみ質の変化 

「単身世帯のプラスチック類排出量が多いことの根拠資料」

港区ごみ排出実態調査報告書（平成 25年度）平成 25（2013）年 9月 港区
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3) 少子高齢化に伴う分別への意識変化 

「分別数が 11～15種類が最も多いことの根拠資料」

日本の廃棄物処理（平成 27年度版）平成 29 年 3月 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課

8）廃棄物処理技術の進化 

④ ごみ焼却技術における高効率発電 

「蒸気条件施設が 4MPa×400℃程度が近年の主流であるがあること及び 6MPa×450℃の高条件での設計事例

の根拠資料」

エネルギー回収型廃棄物処理施設整備マニュアル（平成 28年 3月改訂）環境省大臣官房廃棄物・リサイクル

対策部廃棄物対策課

6MPa×450℃の事例は、広島県廿日市市がある（設計・建設中）。
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6) 豊かな地域づくりに貢献する資源循環・廃棄物処理システムの研究 

瀬川恵子「わが国における持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の実施」『廃棄物

資源循環学会誌』Vol.28，No.6，2017 

7) 総務省『平成 27 年度版 情報通信白書』 

8) 中央環境審議会総合政策部会（第９４回）『第五次環境基本計画（案）』平成

30 年２月９日 

ＩＣＴを活用した資源循環・廃棄物処理システムの研究 

9) 環境省『一般廃棄物処理事業実態調査』各年度版 

10) 廃棄物・資源循環産業の海外展開に向けた情報環境整備 環境省 

『我が国循環産業の国際展開』 

（http://www.env.go.jp/recycle/circul/venous_industry/index.html） 
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資料３． 委員検討レポート等 

 ここでは、各委員における中長期的課題の検討において、各委員からこれまでの検

討を踏まえて、個別にレポートとしてまとめたものである。

1) 中長期的課題検討レポート                 篠 靖夫 

2) 高齢者のごみ出し支援を考える               中川 和郎 

3) 中長期的課題の抽出及び解決策等について          中山 伸吾 

4) 資源循環、廃棄物処理システムに関する中長期課題の整理   古木 二郎  

5) 廃棄物資源の循環利活用の必要性              保延 和義 

6) 災害廃棄物処理における中長期的課題について        丸山 敏弘 

7) 日本における今後の廃棄物処理の課題            森 孝信
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中長期的課題検討レポート（3 月稿） 

篠 靖夫 3/31/2018 

1.  はじめに

 本稿は、廃棄物資源循環学会の今後 20~30 年を見越した中長期的課題の候補または

その素材の整理を試みた報告である。当学会の活動は、図‐1 に示すように行政、事

業者、研究・教育機関、一般市民・NPO / NGO 等との関係性のもとで行われており、

今後発生してくるであろう資源循環や廃棄物処理処分を巡る様々の課題も、これらの

関係者との連携や協同のなかで対応してゆくことになる。

 本稿節 3.において、この認識のもとでとりわけ当学会が主体的または積極的に取り

組むべきであると思われる 4 項目について論じた。

項目 1 は、2030 年を目標年とする SDGs1)に併せて学会の個別研究分野の成果を適正

に評価し、各研究の方向性と他分野との関連性をより明確にしようとする試みである。

項目 2 は、学会が合理的・客観的議論の展開方法を提示することにより廃棄物問題の

解決に必須な住民合意形成の円滑な実現を目指すものである。項目 3 は、今後 30 年以

内に見舞われるおそれのある大災害に対する学会としての備えである。項目 4 は、グ

ローバル化が急速に進展する世界における学会の役割に関するものである。

項目 1 と 2 は、学会の活動に直結する基本的事項であり、将来、社会・経済状況に

大きな変化があるとしても学会が主体的に取り組むべき課題として残るものである。

項目 3 と 4 は、当学会の専門性を生かして外部の関係団体や関係者と連携・協力しな

がら実践すべき社会貢献分野の例示である。

本稿節 2.では、これらの中長期的課題の候補または素材を抽出する際に前提とした

筆者の視点と課題の捉え方を示した。

2. 視点と課題の捉え方

2.1 着目した主要な時代の趨勢

  世界 発展途上国を中心とした世界人口の増加（2050 年、世界人口 97 億人2)）に

伴う食糧やエネルギー需要増

国連の SDGs の設定

人間活動が気候変動や地球環境及ぼす影響

廃棄物資源

循環学会 

行 政 研究・教育機関 

関連他学会

事業者 

関連団体
一般市

民・NPO /

図-1 学会活動の関係
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     サイバー空間の拡大による情報共有化の進展

AI 技術の発展に伴う物流の高度化とヒト・モノの国際移動の拡大

  日本 少子・高齢化に伴う廃棄物行政への影響

     過疎化と都市化の二極化の進展

     戸別配達の普及による生活様式の変化

     廃棄物処理処分事業における関係地域住民との合意形成の困難性

     首都圏直下型大地震や南海トラフ大地震の発災の可能性

2.2  これからの資源循環や廃棄物処理処分についての基本的視点

 今後 20~30 年を見越した廃棄物資源循環事業の環境変化に対する筆者の見立ては、

不可避的に世界の人々の生活文化上の価値観や倫理観が変わらざるを得ないであろう

というものである。一例を挙げれば、世界の隅々の出来事まで人々が知り得る環境下

で、一方で飢餓の地域があり、他方で大量の食品ロスが放置されているということは

もはやあり得ないであろう。価値観の変化は、法制度や経済活動様式の見直しをもた

らす。フランスでは、2016 年 2 月に「食品廃棄禁止法」が成立した。今後、地球上で

偏在する地下資源の占有権・利用権に対しても一定の国際的制約が課せられるように

なるかも知れない。情報、物流、人の移動のグローバル化に伴い、個々人の行動も地

球社会全体に対して責任を負うという倫理観が定着し、それを背景として各種の新し

い国際的な条約・規格・指針等に常に適合するように廃棄物管理を展開するようにな

るだろう。一方で、SNS などの情報技術の発達は、一般市民の発言力や影響力をより

高めていくことになろう。課題に対してとり得る現実の選択肢は、図‐2 に示すよう

に、時代の価値観・倫理観を背景として社会的・法的枠組み、経済合理性、利用可能

な技術の三者が併存する領域にある。

 将来予測については様々な不確定要素があるにしても廃棄物問題への対応としては

「ごみとなるようなものを極力発生させない社会をつくりあげる」という大原則は今

社会的・法的 経済合理性

枠組み 

選択肢 

利用可能な技術 

時代の価値観・倫理観

図-2 現実にとり得る選択肢
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後も変わることはない。この原則を踏まえて、新たな与件の下でも、なお十分にその

役割を果たし、活躍できる学会を築き上げていくことが学会員諸賢の共通目標となる。

2.3 今抱える課題を踏まえた視点

 今から 20~30 年後の世界や我が国のありようを正確に見通すことは容易ではない。

その間、戦争や大規模自然災害などのカタストロフィがないとも言えない。たとえ、

平穏のうちに時代が推移するとしても、どこからイノベーションが出てくるのかを予

知することもまた難しい。しかし、蓋然性が高い人口動態統計に基づく予測などを手

がかりにして未来の状況を推測できる分野もある。

また、廃棄物問題に取り組んだ今までの経験の中から確認されてきた普遍性の高い

原理や原則というものもある。しかも、関係者の記憶の片隅に残る事例が将来新たな

意味をもつこともあり得るので、温故知新という手法も有用である。

節 3. の各項目の小見出ごとに関連する問題例を付記した。これは、パラダイムシ

フトのもとで、将来、解決していくかまたは解消すべき事項が現存することを示すも

のである。今抱えている問題には、目前の問題に真摯に取り組む過程で自然解消して

ゆくものも含まれている。しかし、廃棄物資源循環の根本に関わる問題は、それに戦

略的、精力的に取り組まない限り、将来、より解決困難な問題として顕在化する可能

性が十分にある。そのことを念頭に置きつつ、とりわけ当学会が取り組むべき課題に

ついて過去の経験に学び、「将（まさ）に来たらん」とすることへ思いを巡らせて本稿

をとりまとめた。

3. 中長期的に取り組むべき 4 つの事項    

3.1 持続可能な発展原則を柱に据えた廃棄物資源循環学の体系化

2015 年 9 月、国連加盟 193 か国が全会一致で「我々の世界を変革する：持続可能な

開発のための 2030 アジェンダ」を採択した。そこに列挙された SDGs の 17 目標のひ

とつとして廃棄物問題は顕に掲げられてはいないものの、複数の目標の達成に密接に

関係しており、健全な廃棄物処理処分及び資源循環の追求は持続可能な発展原則と軌

を一つにする。SDGs の重要な視点は、様々な問題が相互に関連するため社会、経済、

環境の分野において同時並行的に多様な方法で問題解決に当たることが必要だとして

いることである。このアジェンダについて 2030 年までに一定の成果を収めることを加

盟各国は目指すことになるが、必ずしも楽観できる状況にはない。しかし、SDGs の

視点と目標達成への方法論は数十年先もなお有効であると思われる。

2017 年の半ばに世界人口は 76 億人に達したと推定されており2)、有限な地球資源の

もとで世界人口が 2050 年に 97 億人になることが予測されている。地球上で共生する

人々の人権と自由を尊重しつつどのように公平な社会を築き、維持してゆくべきであ

るかはますます世界共通の課題となってくる。利益相反が頻出する人々の諸活動を整

合的に組み合わせて持続可能な発展を効率的に実現するためには、行政、事業者、研

究者、生活者の間で倫理観や社会規範を共有し、それに基ずく合理的な事業活動や消

費行動の評価方法をまず確立する必要がある。関係者には固有の観点があるにしても、

できるだけ共通の尺度でそれぞれの分野での達成度を測り、社会全体で PDCA のサイ

クルを回して持続可能な資源及び廃棄物の循環系を実現しなければならない。

そのためには、先導的な思想、あるべき社会の仕組み、期待される技術等を総合的、
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学術的に研究する学会として以下のような事項に留意する必要があると思われる。 

3.1.1 グローバルな価値観や倫理観を反映した研究目標の絞り込み

廃棄物処理の関係者間で個々の利害関係を克服してグローバルな価値観や倫理観

を

共有し、それに基づいた行動に移れるように当学会が関与していくことが望まれる。

ごみ処理は、人間の衛生的生活の維持に必須のものとして発展してきたが、今や地

球環境を守る観点を取り込まなければ人類の未来が危ういと考えられている。現在の

ごみ処理では現代生活から発生する有害物質の環境汚染を防止するように中間処理や

最終処分を実施している。しかし、そもそも便利さや快適さを現世代が享受する過程

で発生した有害物質を次世代に負の遺産として引き継ぐことは倫理的なのだろうか。

このような問題提起にも今後の廃棄物処理事業は答えを用意する必要があるだろう。

価値観や倫理観の潮流をいち早く体現して行動するのは NPO や NGO であろう。次

いでそれに敏感に呼応するのが先見性のある民間企業に違いない。これらの動向を把

握し、社会制度や法制度の変革に取り組むのが行政の役割になろう。これらの主体に

関わりを持つ当学会は、グローバルな価値観や倫理観に立って研究分野を開拓し、ま

たそれを可能とする人材を育成してゆく必要がある。

問題例 01 発展途上国において行政が廃棄物処理システムを展開しようとするとき、

ごみで生計を立てている waste pickers の人々と対立が生じることがある。

問題例 02  N 社のごみ輸出事件（2000 年）では、感染性医療廃棄物の疑いがあるご

みが日本からフィリピンに輸送された。結局、疑惑のごみは日本政府の負担で焼却処

理され、N 社は外為法違反（無承認輸出）で処罰された。

問題例 03 日本の海岸に漂着するごみの処理が関係自治体の経済的負担になってい

る。漂流ごみの生態系のへの影響も危惧される。  

3.1.2 全体最適を目指す系間関係の体系化

優れた研究成果は、その研究の対象分野内において有意義であることは当然である

が、研究の条件や前提の妥当性を含めたさらに広い観点においても普遍的に正当性を

有することが理想である。とりわけ、環境関連の研究分野では分野相互の干渉が濃密

であり、個別の研究成果は「持続可能な発展原則」に即したものであるかどうか検証

されねばならない。なぜなら、与件が変化すると急速に研究意義が薄らぐこともあり

得るからである。したがって、できるだけ大きな系で研究成果の経済性や省エネ性な

どを検証することが望ましい。その意味から複数の系のより複雑な相互干渉を調べる

研究自体が意味をもってくる。

例えば、SDGs は、17 Goals、169 Targets、244 Indicators を内含する系である。これ

らの目標や指標の関係を定量的に扱うことができれば、大目標への達成度や個々の成

果のより正当な評価が可能となるであろう。

廃棄物行政を効率よく実施するためには、法律上・行政上のごみ区分の見直しや事

業体の適正規模化も必要になってくる。今後の課題の解決に向けて学会が説明責任を

担いうる分野には限りがあるが、基礎情報の提供や測定技術の標準化など学会にふさ

わしい部分もある。

また、口頭発表や論文発表の技術的討論において当該分野内部の評価に加えて隣接

分野の技術動向や経済的合理性との整合性評価や時間軸評価をより厳格に展開するこ

-33-



とはすぐにも実践できる。

問題例 04 2015 年度における東京都区部で稼働する清掃工場の発電端効率は 15%3) 

であったが（同年度の発電効率全国平均は、12.59%4)）、発電電力量のうち 44%5) を所

内で消費している。発電端効率ひとつでエネルギー効率を評価するのは適当ではない。

一般に、発電端効率だけの比較では、単炉構成の WtE の方が複数炉構成のそれより

有利である。しかし、ごみの輸送、前処理、施設稼働率、最終処分を含めたごみ処理

全体のエネルギー効率の総合的評価方法は十分確立されていない。

問題例 05 広いごみ収集地域内において複数の WtE 施設を操業する事業体では、規

模の効用が効く大規模施設を少数配置することが有利であるが、その実現にはごみの

自区内処理思想との折り合いを付けねばならない。

問題例 06 RDF は、「ごみから有価物をつくる」という点がウリであったが、付加エ

ネルギー、倉庫費、運送費、安全管理費を考慮すると Mass Burn に勝るところはほと

んどない。

3.1.3 ごみの流れの把握とごみ発生の極小化

今後、IoT や AI の活用が多方面に拡大していくことが予想される。これらの技術を

物流および廃棄物の流れに適用することにより、資源の有効利用や廃棄物処理の水準

向上が期待される。とりわけ、世界的に発生量が増加している E-waste6）（バッテリー

又はプラグを搭載した廃棄物）への対応に適用性が高いように思われる。最新の報告

書によると、2016 年の E-waste 発生量は 4,470 万トンで、2014 年から 8%、330 万トン

増加し、2021 年までに E-waste 発生量は、さらに 17%増え 5,220 万トンに達し、世界

の一般廃棄物の中で最も急拡大していくと予測する専門家もいる。

また、IoT や AI の技術により物資や廃棄物の inventory 情報が real time で入手でき

るようになれば、リサイクルシステムの設計や運営をより的確に実施しやすくなる。

なぜなら、リサイクル事業の難しさと不安定性の原因には、輸送や再加工に経費とエ

ネルギーを要することのほかに、市場の他律性があるからである。加えて、宅配等に

よる生活品の配送網を用いて不要な梱包材やその他資材の回収率を高めていける可能

性がある。

静脈産業と称される廃棄物処理処分において、ごみの流れの下流にいくほど様々な

矛盾が集積し、問題が先鋭化しやすい事実がある。IoT や AI の技術によって material 
flow が把握できるようになれば、有害物質や処理困難物が下流の廃棄物処理処分過程

に混入しないように上流の資源採掘や生産の段階から計画的に全体最適の実現を図り

やすくなる。

また、人工衛星を利用した地球モニタリングシステムの活用によって人間の活動に

起因する環境変化がより明確にとらえられるようになるであろう。衛星からの映像は

廃棄物の不法投棄の防止にも役立つかも知れない。

問題例 07 我が国ではペットボトルの 90%以上が回収されているが、そのうち約半分

は輸出されており国内の資源循環にはなっていない。

問題例 08 都区部の清掃工場では、燃焼ガス中の水銀濃度が管理値（50μg/m3
N）を超

えると焼却炉を停止し、設備再点検と（必要に応じて）設備内浄化を実施する手順と

なっており、近年、その対応を余儀なくされる事態が多発している（2010 年 6 月 11
日~2019 年 5 月 29 日の間に 22 件発生し、復旧のために総額 4.7 億円以上を費やした7）。）。
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廃水銀の管理が徹底されない限り、この社会経済的損失は続きそうである。

問題例 09 焼却灰の無害化、減容化、有効活用方法のひとつとしてエネルギー消費率

の大きい「焼却灰のスラグ化」が実施された。製造スラグを一定の品質に管理をする

ことが技術的には可能であっても、市場競争性が劣る。既存灰溶融施設は運転費用負

担が大きく廃止される傾向が続いている。

東京都下水道局でも下水汚泥を焼成して煉瓦を試作したが、市場競争性がなく普及

に至らなかった。   

3.1.4 時間軸を考慮に入れた最適化問題への取組

廃棄物問題は、最終処分場の適正管理に象徴されるように非常に長い時間幅での評

価にも耐え得なければならない。したがって、逐次発生する課題への処理も長期的に

持続可能な発展原則に適合させる必要がある。

事業計画の基礎情報となる廃棄物の発生量予測は、4、5 年先程度までは比較的精度

がよいが 10、20 年の単位幅では、主として、将来の経済活動状況の不透明さのため予

想は困難になる。例えば、東京都清掃審議会の 1990 年 11 月の答申の中で 1991 年度か

ら 2000 年度における都区部のごみ収集量を 537.9 から 534.0 万トンに推移すると予測

した8)が、その後のバブル経済崩壊が大きく影響して実量は 470.8 から 350.1 万トンに

減少した9)。ちなみに、都区部における 2016 年度のごみ総量は 275 万トンであった10）

が、現行基本計画においては 2029 年度までほぼ同量で推移するものと見積もられてい

る 9)。今後の東京のごみ処理に関しては、緩やかに進行する人口変動よりもより急速

に進む高齢化の影響の方が大きいと思われれる。

一方、現在過疎化が進展している地域では高い確度で将来ごみ発生量が減少してい

くことが予想できる。2045 年には、東京以外の道府県では 2015 年との比較で人口が

減少し、うち 43 道府県では 75 歳以上の人口が 20%を超えると推計されている11)。し

たがって、大都市圏と地方小都市ではごみ問題への対応策は異なるはずである。

 将来、与件の変化が早まることが予想されるもとで、廃棄物処理施設の耐用年数と

その運用方法、関連する税制や助成制度をどのように設計するのが適当なのだろうか。

全体最適の解があるとしても、それは時間（時代）の関数にならざるを得ない。ある

一定時間幅に限れば、その時代の自然条件、社会経済的条件、人々の価値観と倫理観、

科学上の新発見、利用可能な技術などの与件のもとでの最適解は存在する。したがっ

て、最適化問題への取組は、ひとつの時代の最適解を追求しながら操作可能な与件を

意図的に変えつつ、次の時代の最適解へつなげていく形にならざるを得ないであろう。

問題例 10 東京湾岸部副都心の開発に合わせて建設された有明清掃工場（1995 年竣

工）は真空吸引による管路収集システムが採用された 12)が副都心の開発の遅れのため

に予定処理量を確保することができず、車両によるごみ搬入も併用された。その間、

ごみ排出時の分別が徹底されるようになり、また、施設の老朽化も進み、ごみ管路収

集輸送施設の意義が問われることとなっている。

問題例 11 焼却処理以外の選択肢としてメタン発酵が示唆されることがあるが、大量

のごみを対象とする大都市廃棄物政策においては処理時間が critical factor である。

問題例 12  東京都区部においてそれまで長年の懸案であった可燃ごみの全量焼却が

達成されたのは 1997 年である 12)。しかし、1989 年以降のごみ発生量が減少している

状況下で現有焼却総容量が過大ではないかと批判されることがある。       
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3.2. 廃棄物政策決定の土台となる科学技術リテラシーの普及

廃棄物処理処分事業の遂行において関係住民等との合意形成は必須の要件であり、

廃棄物政策の決定過程や個別事業の遂行過程において一般市民の参画を求める場面も

増えてきている。そのような合意形成過程において関係者間の議論が必ずしもうまく

かみ合わない原因のひとつとして一般社会における科学技術リテラシーの不足がある。

わが国における 2000 年前後のダイオキシン類を巡る社会現象や、2011 年以降の放

射性物質に汚染された廃棄物の適正処理処分問題などを通じて、廃棄物処理に関わる

リスクコミュニケーションの難しさと重要性が認識されている。 

現実の廃棄物政策に関する合意形成は事案を担当する行政職員や公私を均衡よく

考える市民の技量に負うところが大であるが、学会は議論の土台となる科学的・技術

的な情報を提供することによってこの分野における貢献をすることができる。とりわ

け、環境問題のような複雑系におけるリスク評価やリスク管理の知識
13)を一般教育の中に根付かせていくことが学会に期待される。

3.2.1 不確実性問題への対応、予防措置原則の運用

科学的知見が十分に蓄積されていない事案に対して政策を実施しなければならな

いとすれば、どのように対応することが妥当なのか。また、予防措置原則を適用する

場合、その有効性どのように検証し、見直す手順を確立するのか。そして、整理され

た考え方をどのように社会の常識にしてゆくのか。これらは未解決の課題である。

問題例 13 例えば、石綿に起因する労働者や一般生活者の健康被害は深刻な現実とな

っているが、ごみ焼却に由来するダイオキシン類の健康被害は顕在化していない。ダ

イオキシン類対策に大きな投資がされたことにより、ごみ焼却の管理水準が格段に向

上したことは成果であったとしても、一連の施策は合理的な社会的投資であったのか

は検証を要する。

3.2.2 Risk Management  
 いわゆる複雑系をめぐる諸課題をかかえている現実のもとでも、廃棄物処理の施策

を進めていかざるを得ない。この場合、事業主体はどのように意思決定をし、具体的

に説明責任を果たすべきなのか。これらも研究の対象となりうる。

問題例 14 都市部で清掃工場を操業する場合、近隣関係上の現実的な問題はごみの搬

入・処理残さの搬出に伴う近隣通過車両の増加とそれに伴う近隣環境への影響である。

しかし、技術進歩と施設運転管理水準の向上により高度の排ガス管理が実現できてい

る大気汚染対策が依然として一般の人の関心の的である。

問題例 15 原子力発電所の使用済み燃料から発生する高レベル放射性廃棄物の最終

処分場の選定作業は、現時点で、関係自治体の理解が得られて進展する見通しは立っ

ていない。 

3.2.3  情報通信速度の向上と情報への応答性

 マスメディアに加えて SNS による情報伝搬速度が速くなっている。意図的、非意図

的を問わず誤った情報に起因するパニックが危惧される。廃棄物処理に関する正確な

情報を日常的に提供しておくことが必要である。この分野に関して教育機関と連携す

るなどして学会が関われる部分がたくさんある。

問題例 16 1999 年、所沢市のホウレンソウのダイオキシン類汚染に関するテレビ報

道により同市及び埼玉県で生産された野菜が売れなくなる風評被害が発生した。この
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出来事は、民事訴訟にまで発展した。

3.2.4 科学技術知識に基づく行動の実践

 廃棄物問題の解決策については個々の市民の行動に負うところが多い。学会が市民

活動などて連携して実践できることがある。

問題例 17  現在、海洋に漂うマイクロプラスチック対策が懸案事項になっている。消

費者が使用済みプラスチック製品を適正にリサイクルまたはごみ処理ルートに引き渡

す必要がある。      

3.3. 災害時における廃棄物処理体制の整備

我が国は地震や火山噴火など過去に大きな自然災害を経験していることから、将来

のカタストロフィへの備えのひとつとして大規模自然災害の発生を想定しておかなけ

ればならない。廃棄物処理処分事業の分野においては、発災後の事業継続による生活

衛生環境の維持、大量に発生する災害ごみの仮置き場の確保と制約条件下でのごみ処

理処分方法が主要課題となる。

人口の多くが比較的沿岸部に集中している我が国の場合、一般廃棄物処理設備を搭

載した台船は、大規模災害時に活躍できると思われる。また、ドローン、飛行船、人

工衛星の効果的な活用も図られるべきである。 

3.3.1 首都圏や東海圏で発生が予想される大規模災害への備え

「首都直下地震」は、今後 30 年以内に 70%程度の確率で起こるといわれているの

で、当学会としても備えが必要である。

発災時からがれき等の処理処分完了時まで経時状況変化に応じた復旧・復興計画を

広域行政的観点で策定する必要がある。

問題例 18 首都直下地震では、関東地方で最大 9 600 万トンのがれきが発生すると見

積もられている14)。

問題例 19 2011 年の東日本大震災時に都区部の清掃工場は事業を継続できたが、     

一番の障害は製造工場の停止や物流経路の損傷による薬剤調達の困難さであった。

問題例 20  首都圏では、都市ごみの処理処分事業が比較的健全に実施されており、非

常時におけるごみ処理の事業継続の意義を一般市民はほとんど意識していないと思わ

れる。しかし、この事業の維持には様々の前提条件があり非常時にも盤石なシステム

であるとは言えない。

3.3.2 非常時における対処法についての合意形成

 非常時に廃棄物処理に関する臨機応変な対応ができるように、法制度を整えておく

必要がある。常時の廃棄物処理関係の事業体は厳格な法令のもとに運営されており、

地域住民との間に操業協定を締結したり、自主的な EMS を備えていることがある。

しかし、非常時にはより優先度の高い分野に潜在能力を発揮できるような仕組みを用

意しておく必要がある。

問題例 21 例えば、大洪水時には下水処理施設の流入渠を閉鎖して（集水区域の一部

を水没させても）処理施設を保全し洪水後の事業継続を目指す。都市ごみ処理施設に

は非常時における同様な運用方針を聞いたことがない。

問題例 22 現在、都市ごみ焼却処理施設は環境影響評価を経て建設され、操業時の環

境管理水準は厳格に維持されている。非常時の不完全な条件下では、このような法令

上の要求を満足して操業を継続することは難しくなる。  

-37-



3.4. 廃棄物事業と国際関係

今後、いずれの国においても新しい国際的な基準や仕組みに適合するように廃棄物

関連事業が運営されるようになるであろう。その場合、我が国が国際的な枠組みづく

りに積極的に関与していくことが重要になる。学会は、その知見や人材を活用するこ

とによりこの分野において大きく貢献することができる。長い目では、それは我が国

の安全保障にも貢献する。

経済成長著しいアジア圏において環境保護問題とりわけ廃棄物問題が先鋭化しつ

つある。それに伴い廃棄物処理処分事業への我が国による支援は今後ますます強く要

請されると思われる。一国の廃棄物への対応が遅れると海洋汚染や大気汚染を通じて

近隣国への影響も発生する。例えば、海洋ごみの漂着物モニタリング調査では、石垣

島、奄美、種子島に漂着したペットボトルについては国外の製品が圧倒的に多かった
15)。

3.4.1 途上国における適正廃棄物管理の位置づけ

持続可能な発展原則のもと、それぞれの国の社会的条件や経済発展段階に応じた固

有の官・民による廃棄物処理処分事業の確立を我が国は支援してゆく必要がある。事

業展開にあたっては現地企業とのコンソーシアムなどを通じて現地の人材育成を図る

ことになるだろう。 

問題例 23 途上国に、先進国の廃棄物処理施設を単体で導入しても機能しなくなる事

例がある。水道、下水、電力のような管路や電線で需要者とつながる社会基礎基盤と

異なり、とりわけごみの排出者やごみの運送事業者を含めたごみ処理システムの構築

が必要である。 

3.4.2 気候風土、社会的背景に適合する清潔文化の醸成への貢献

夏の高温・多湿な気候のもとで暮らす日本人は、古くから生活環境の清潔維持に注

意してきた。また、学校教育における清掃活動、清掃関連施設見学などを通じてごみ

処理に関する常識が養われている。加えて、清掃ボランティヤ団体などによる都市の

美化運動の実績がある。これらのシステムは、海外へ移転可能である。廃棄物処理分

野の留学生やインターン生の受け入れはこの点で大きな効果が期待できる。

ブラジルのクリチバに、ごみ 4kg を野菜 1kg と交換することによってごみ収集をし

ている日系人団体の活動事例がある。ごみを散乱させないという生活行動の定着をま

ず図ろうと試みである。    

問題例 24 サウジアラビヤの聖地では、巡礼の時期に世界中から巡礼者が訪れるため、

その時期にはごみの発生量が急増する。

3.4.3 都市廃棄物処理施設の技術移転

ごみ処理技術の移転に先立ち、当該国では、財政的な裏付けに加え、ごみ処理や環

境管理に関する法整備や行政制度、関係事業者の育成などが一定水準に達している必

要がある。

問題例 25 フィリピンでは、人々のごみ焼却施設への拒否感が強く、中間処理による

減容化を進めることが容易ではない。

問題例 26 中国の都市ごみの平均低発熱量は 3~5 MJ/kg という報告16) があり、日欧

と比べて小さくごみ焼却処理施の技術移転ではこの点を考慮する必要がある。

3.4.4 廃棄物の国際移動の管理
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EU 諸国間で中間処理施設が不十分な国から焼却処理能力のある国に都市廃棄物が

売買される事例がある 17)。一般的に、他国での埋立のためにだけに廃棄物が国境を超

えることは回避されているが、今後、廃棄物の国際移動に関して、市場、環境管理、

倫理等の議論が深まる可能性がある。また、多数の難民や移民の国境通過に伴う一時

的廃棄物問題もある。

問題例 27 2015~16 年の調査によれば、ナイジェリアに輸入された使用済み電気・電子

設備（UEEE）の 77％が EU 加盟国からの輸入だったという報告がある6)。

4 むすび

資源循環や廃棄物処理処分を巡って、今後 20~30 年の間に起こるであろう様々な個

別課題を列挙することは避けて、本稿は課題の全体像を見渡しつつ当学会の潜在力を

傾注すべきと思われる事項について考察してみた。

 学会は、観察や実験の結果を共有し、討議を通じて関係者が専門的な知見を深めて

いく場であるとともに、その活動が人々の生活の質の向上に貢献することを期待され

ている組織でもある。将来に向けた熱心な意見交換や実践の積み重ねにより当学会の

社会的価値がさらに高まることを願ってやまない。

文献

1) United Nations “Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable 
Development” 

    Sept. 2015 
2)  United Nations “World Population Prospects  The 2017 Revision”  ESA/P/248  2017 
3) Yasuo Shino “Analytical study of power generation efficiency of WtE systems 
    operating in Tokyo special ward district”  J. Mater. Cycles Waste Manag.,  №1 vol. 20 

（2018）
4) 環境省「一般廃棄物処理事業実態調査（平成 27 年度）」2018 年 3 月

5) 東京二十三区清掃一部事務組合「平成 27 年度清掃工場作業年報」2016 年 8 月

6)  Baldé, C.P., Forti V., Gray, V., Kuehr, R., Stegmann,P. : The Global E-waste Monitor –  
2017, United Nations University (UNU), International Telecommunication Union (ITU) 

&  
International Solid Waste Association (ISWA), Bonn/Geneva/Vienna. 

7) 東京二十三区清掃一部事務組合「水銀混入ごみによる焼却炉の停止」「水銀混入ご

みにより停止した焼却炉の復旧状況等」同組合ホームページ

8) 東京都清掃審議会答申「清掃事業の今後のあり方について（最終）」1990 年 11 月

9) 東京二十三区清掃一部事務組合「一般廃棄物処理基本計画」2015 年 2 月

10) 東京二十三区清掃一部事務組合「清掃事業年報（平成 28 年度）」2017 年 8 月

11) 国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成 30（2018）
年推計）」2018 年 3 月

12) 東京都清掃局「東京都清掃事業百年史」2000 年 3 月

13)  OECD “OECD Guidance Document on Risk Communication for Chemical Risk  
    Management” ENV/JM/MONO（2002）18 Jul-2002 

-39-



14) 中央防災会議「首都直下型地震対策専門調査会報告」2005 年 7 月

15) 環境省「平成 27 年度漂着ごみ対策総合検討業務報告書」2016 年 3 月

16)  World Energy Council “World Energy Resources  Waste to Energy 2016” 
17)  OECD “Waste management services” DAF/COMP(2013)26  Apr-2014 

-40-



高齢者のごみ出し支援を考える 

中川和郎 

はじめに 

内閣府の平成 28 年度（2016 年度）版の高齢社会白書によれば、我が国の総人口に

占める 65 歳以上人口の割合は、26.7％に達しており、超高齢化社会を迎えている。単

身世帯を中心にごみ出しがままならない高齢者宅からのごみ収集や多量の遺品整理ご

みの取り扱いなど、高齢化社会を反映したごみ処理の課題は、多岐にわたる。 

高齢になると、身体能力や意欲等の低下,大病を患う可能性の増加、一人暮らしとな

った場合の地域社会とのつながりの希薄化・孤立化の可能性など、高齢化の進行に伴う

リスクはごみ処理にも影響を与えることが懸念されている。今後、少子高齢化がますま

す進む中にあって、自治体はこれらの課題に対して、適切な対応が求められる。総人

口が減少する中で高齢者が増加することにより、高齢化率は上昇を続け、平成 47 年

（2035 年）に 33.4％で、国民の３人に１人が 65 歳以上の高齢者になる。特に、高齢

化や核家族化が進み、自分でごみ出しをできない高齢者が増えつつある。こうした人

たちをいかに支援していくかも課題である。 

本稿では、高齢者のごみ出し支援について取り上げる。ごみを集積所や門近くの敷

地内（戸建の個別収集等）まで持ち運ぶことが困難な高齢者や障害者を対象に玄関前

まで収集作業員が出向いて収集し、希望者には安否確認を行う収集サービスは、その

名こそ、「訪問収集」、「ふれあい収集」、「ひと声収集」、「ごみ出しサポート」など、自

治体の中で高齢者のごみ出し支援を行っているところがある。また、コミュニティ支

援型のごみ出し支援を実施している自治体もある。高齢者のごみ出し支援について事

例を取り上げながら、現状の問題点と今後の課題について論じてみたい。 

１.高齢者のごみ出しをめぐる課題 

高齢者のごみ出しをめぐる課題の本質は、ごみ出しが困難でありながら、必要な支

援を受けられない高齢者が増えていることである。武蔵野市では、平成 25 年度（2013

年度）にごみ排出実態調査を実施した。袋配布方式による家庭ごみ原単位調査方式で

行った。調査方法は、市内約 100 世帯を対象に実施し、100 世帯から排出されるごみ

及び資源物を１世帯、１日ずつ回収して計量した。この調査で判明したことは、高齢

者の単身者世帯や２人・３人世帯でのごみの排出量が相対的に多かったことである。

特に 65 歳以上の１人世帯の原単位は１日当たり約 683g で、調査世帯全体の原単位よ

り 100g 多く、特に家庭ごみの厨芥類が多くなっていた。武蔵野市の高齢化率（65 歳

以上の人口）は、平成 25 年度（2013 年度）において 20.78％であった。このようなこ

とを踏まえると、一般的に高齢者は多くの食料品を購入し、そのまま冷蔵庫などに保

管したまま、使い切ることができず、腐ってしまい廃棄してしまう。このようなこと

でごみの排出量が多くなるということである。 

筋力の低下や間接疾患がある高齢者にとって、ごみ袋や新聞・ダンボールの束など

をごみ集積所まで運ぶのは、大変な作業である。軽度認知障害や認知症になると、ご

み出しの曜日や分別のルールを覚えることが困難になる。近年、こうした身体機能や
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認知機能の低下によって、ごみ出しが困難になった高齢者の支援が課題となっている。 

こうした課題に対処するため、ここ数年の間に高齢者のごみ出し支援に取り組む自

治体が増えている。自治体のごみ収集員や地域住民によるボランティアが、ごみ出し

が困難な高齢者などに代わり、高齢者宅の玄関先からごみの中間処理施設やごみ集積

所までごみを運搬する取り組みである。 

２.高齢者のごみ出し支援の仕組み 

ごみ出し支援制度とは、ごみ出しが困難になった高齢者に代わって、自治体の収集

員や地域のボランティアである協力員が、高齢者宅からのごみの運搬を行うことをい

う。運搬の範囲は、家の中や玄関先から集積所や清掃工場まで、様々な方法がある。

ごみ出し支援制度には、大きく分けて２つのタイプがある。一つは、自治体が運営主

体となり、高齢者のごみを戸別に収集する直接支援型である。もう一つは、自治会、

ＮＰО法人、任意団体等の支援団体が運営・実施するごみ出し支援活動を、区市町村

が補助金、奨励金など金銭的に支援するコミュニティ支援型である。 

直接支援型は、ごみ収集作業を自治体が行う仕組みである。収集作業については、

区市町村の職員が実施する直営方式と民間事業者等に委託する方式、両者を組み合わ

せる方式がある。 

直営方式の場合は、区市町村が保有している人員や車両の範囲内で支援を開始する

ことができる。また、声かけや安否確認を行う場合、一般論として、公的な身分を持

つ者のほうが、高齢者に安心感を持たれやすいといえる。さらに声かけ時の安否確認

において、公務員のほうがより人命救助のため鍵を壊して家に入るなど踏み込んだ対

応がしやすいという側面がある。このように、直営方式については、通常収集で正規

の技能労務職員がいる場合に取り組みを開始しやすく、また、見守りの取り組みがし

やすいという利点がある。その一方で、全国的に財政難から収集事業の委託化が進み、

収集事業の直営方式が減少していく中で、支援の対象となる高齢者が増加しても、長

期的に直営のみで支援を維持できるかはむずかしい問題である。 

民間事業者等に委託する場合の主な委託先は、一般廃棄物収集運搬業の許可を持つ

民間事業者か、シルバー人材センターが主流である。委託方式の場合は直営方式と比

較して収集業務の効率性がより重視されることや、緊急連絡先などの個人情報の取り

扱いがむずかしい等の課題があるため、見守り活動を実施するにあたっては工夫が必

要になる。 

コミュニティ支援型でのごみ収集の主なやり方は、支援団体がごみ収集の方法や声

がけの有無などの仕組みの細部について検討し、実際の収集作業を担当する地域の協

力員が支援する。こうした金銭的支援は、ごみ出し支援の必要経費に充てられたり、

支援団体のその他の活動費として活用したり、協力員に支給したりなど、使途は支援

団体の判断に委ねられている。 

そして、支援の仕組みを支援団体が自ら考え、実施に向けて調整を行い、得られる

補助金、奨励金などを地域活動に還元することで、地域のつながりの維持・醸成に寄

与することが期待される。しかし、支援団体の存在しない地域では、ごみ出しに困っ

ている高齢者を支援できず、公平なサービスの展開という点で課題がある。 
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高齢者を対象にしたごみ出し支援の実態における割合は、直営の支援型が 59％、委

託の支援型が 25％、コミュニティ支援型は４％である。 

（１）直接支援型の事例 

① 北区（東京都） 

北区は、高齢化率が 25％と、東京特別区全体の高齢化率平均 20％を大きく上回って

いる。高齢化対策に積極的に取り組むうえで、平成 13 年度（2001 年度）に訪問収集

に着手し、平成 19 年度（2007 年度）からはふれあい収集訪問も開始した。訪問収集

は、ごみを集積所まで運び出すことが困難な人に対して、作業員が玄関まで出向いて

収集するサービスで、①65 歳以下で１人暮らしの人、または、②障害者だけで構成さ

れている世帯の人を対象としている。ふれあい訪問収集は、安否確認を含む訪問収集

であり、①満 75 歳以上で１人暮らしの人で、かつ、②介護保険の要支援または要介護

の認定を受けている人を対象としている。 

どちらのサービスも、訪問収集の相談があると、身分証明書を携帯した清掃事務所

職員が申込者宅を訪問して確認する。依頼書提出で申し込みの手続きをし、審査によ

って承認となる。依頼書には数件の承諾事項が記載され、不在となる場合には事前に

その期間を清掃事務所へ連絡することなどを求めている。ふれあい訪問収集の依頼書

には、緊急連絡先（親族かケアマネージャーが多い）を記入する。 

ふれあい訪問収集では、ごみが排出されていないと、チャイムを鳴らして本人に確

認する。応答がない場合は現場から清掃事務所担当者へ電話で報告し、担当職員から

本人に電話する。さらに、応答がない場合は緊急連絡先に連絡する。安否確認なしの

訪問収集でも、ケアマネージャーの世話を受けている人がほとんどであることから、

ごみの排出なしが２回続くと作業日報により報告し、事務所担当職員が安否確認をし

ている。緊急連絡先への連絡は、月に数回程度の頻度で行われている。 

北区における訪問収集世帯数は平成 24 年度（2012 年度）で 795 世帯である。高齢

化の進展、区の広報活動強化、住民やケアマネージャーの認知度向上を反映して着実

に増加している。 

② 武蔵野市 

ふれあい訪問特別収集は、平成 15 年４月に開始された訪問特別収集制度である。ご

み収集の現場を熟知している技能労務職の職員の発案で誕生した制度である。 

対象世帯は、一人暮らしの高齢者や身体障害者のみの世帯等で、ごみを出すことが

困難な人を対象に、本人住宅の玄関先まで収集を行うごみ出し支援と、声かけで高齢

者の安否確認を行う。対象世帯の基準となるのは、①65 歳以上の一人暮らしで、要支

援２から要介護５までの者、②身体障害者手帳１級または２級の者だけで構成されて

いる世帯、③その他市長が必要と認める者としている。内容審査に健康状態、支援頻

度、住宅構造等の客観的資料が必要なため、在宅介護・在宅介護予防の支援を行って

いるケアマネージャー及び在宅介護センターを通じて利用申し込みをし、面接等の調

査後に本人より申請してもらう。 
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開始された当初は、技能労務職の職員（技能主任と主事の２人１組体制）による直

営方式であった。収集には、個人情報や防犯に配慮してごみ収集車を使用せず一般ト

ラックで収集していた。平成 25 年（2013 年）４月より地域福祉の観点から、武蔵野

市シルバー人材センターに業務委託をしている。 

事業を開始して以来、この間の申請者数は 713 名、死亡・施設入所等による廃止は

526 名で、平成 29 年（2017 年）３月末日現在で、登録者数は 155 名となっている。利

用者及び遠隔地の家族からは、「安否確認のための「声かけ」は安心して生活できる。」、

「両足に障害を持っているので、家の中を這って移動している。玄関前の訪問収集は

非常に助かる。」などと好評を博している。 

③ 日野市 

日野市では、ごみの運び出しが困難な高齢者の世帯などに、粗大ごみの運び出しを

支援する制度を設け、地域包括支援センターを通じて、ケアマネージャーなどの福祉

の専門員に周知している。さらに、平成 27 年（2015 年）に市の可燃ごみを収集して

いる事業者が、日野市高齢者見守り支援ネットワークの協力事業者として登録を受け、

収集の際に高齢者への見守りや声かけを行うなど、ネットワークの活動に寄与してい

る。 

この見守り・声かけ収集は、委託業者の提案で開始された。見守り収集では、登録

者の可燃ごみの排出状況を確認し、収集日に２回連続でごみが排出されていない場合、

地域包括支援センターを通じて家族へ連絡する。声かけ収集は、ごみ出しが困難な人

への安否確認を兼ねた制度で、ごみの排出がない場合は敷地内に入り、登録者に声を

かける。 

申し込みは、地域包括支援センターから見守りの協力事業者である委託業者に直接

行われる。平成 28 年度（2016 年度）の利用者は、見守り収集が 63 世帯、声かけ収集

は最大で５世帯であった。 

その他、日野市では、平成 12 年（2000 年）に取り組み始めた事業として、収集日

以外でもごみを出して置くことができるハンディキャップボックスを配布している。

集合住宅の集積所にごみ出しをしている高齢世帯には、ハンディキャップシールを配

り、シールが貼ってあるごみ袋は、事情により指定日以外でも集積所に出されること

があることを市民に周知し、理解を図っている。この制度を利用する高齢世帯は、年

間 100 世帯程度である。可燃ごみ収集している委託業者が通常収集の中で収集してお

り、本事業のための委託費の上乗せはない。主な経費は、ハンディキャップボックス

が１台数千円かかるのみとのことである。 

高齢者のごみ出し支援は、ごみ収集事業と捉えると廃棄物担当課の単独の予算で実

施しなければならないが、高齢者の生活支援事業と捉えると国や都道府県の補助金等

を活用することも検討できる。日野市では、東京都福祉保健区市町村包括補助事業の

補助金を受けており、ごみゼロ推進課から高齢福祉課に支援実績を報告し、高齢福祉

課から都に申請している。都からは事業費用の１/２が補助されている。 
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（２）コミュニティ支援型の事例 

① 新潟市 

平成 20 年（2008 年）にごみの有料化を実施した際に、手数料収入を全額、市民活

動等に還元することとし、その一環でごみ出し支援制度を開始した。 

具体的な内容としては、自治会や地域の協議会などが、ごみ出しの困難な高齢者ら

のごみ出しを担う場合（利用者の玄関先からごみ集積所へ排出した場合）に支援金を

支給する事業を始めた。燃やすごみなどのごみ出しについて利用者１名への支援で、

１日につき 150 円が交付される。粗大ごみは１日につき 600 円の支援金を市が交付す

る。申請できる団体は①自治会・町内会、②地域コミュニティ協議会、③地区社会福

祉協議会、④その他、老人クラブ、ＰＴＡなどの非営利団体である。185 団体が登録

し、約 570 世帯が支援を受けている。この事業のための平成 29 年度（2017 年度）当

初予算は約 740 万円である。 

② 千葉市 

平成 26 年（2014 年）に有料化を契機に、手数料の使途として自治会などが一人暮

らしの高齢者らのごみを出した場合の補助事業を創設した。自治会等の団体には、事

業開始時補助金が 10,000 円（１回限り）、運営費用補助金として週１回以上、対象世

帯から集積所に運ぶと、１世帯ごとに月 1,000 円が支給される。 

申請できる団体は町内会・自治会、老人クラブ、マンション管理組合などの非営利

活動団体等である。対象世帯の要件は、①介護保険の要介護２から要介護５までの認

定を受けている者、②身体障害者手帳１級または２級を所持する者、③精神障害者保

健福祉手帳１級を所持する者、④療育手帳Ａを所持する者などである。市の平成 29

年度（2017 年度）当初予算は約 195 万円であり、約 30 団体が登録し、65 世帯が支援

を受けている。活動を行う自治会などからは、高齢者の見守りや防災活動（災害弱者

の支援）に取り組む手段として評価されている。 

３.今後の高齢者のごみ出し支援の体制づくり 

     ー地域包括ケアシステムの活用ー 

高齢者のごみ出し支援の役割及び意義は、高齢者世帯からのごみ収集を確実にする

だけでなく、高齢者の生活していく質の向上や見守り、孤独死に防止につながる取り

組みである。また、それだけではなく、不衛生な住環境やごみ屋敷化を招いたり、収

集日以外にごみが出されることで収集・運搬に支障をきたしたりなど、様々な問題を

引き起こすことになる。従って、高齢者のごみ出しは、高齢者福祉政策だけでは対応

がむずかしく、廃棄物分野と福祉分野が協力して取り組むことが欠かせない。 

直営方式による支援は、行政区域全域に行政サービスとして行き渡るが、財政負担

や人手不足によって長期的な維持がむずかしくなる可能性がある。一方、コミュニテ

ィ支援型は、地域の絆が深まり、結果的に自治体の財政負担も軽くなる場合が多いが、

支援団体による支援がない地域も出てくる。従って、地域の事情に合った方法で支援

していくことが必要であろう。 
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職員の人員確保の問題やできるだけ行政区域全体で高齢者のごみ出し支援していく

ことで課題を解決する手段で注目される制度の活用として地域包括ケアシステムが挙

げられる。地域包括ケアシステムとは、高齢者が尊厳を保持し、自立生活のため支援

を受けながら、重度な要介護状態になっても、可能な限り住み慣れた地域で生活を継

続できるよう、予防、介護、医療、生活支援、住まいを一体的、継続的に提供する仕

組みである。すなわち、重度な要介護状態になっても住み慣れた地域で自分らしい暮

らしを人生の最期まで続けることができるよう、地域包括ケアシステムをより有効に

機能させていくことが必要になってきた。この中で、ごみ出し支援も地域包括ケアシ

ステムに組み入れてより円滑な支援体制を構築させていく必要がある。そして、地域

力を発揮することで、地域ごとの支え合いが効果的に機能していくことが期待される。

そして、医療、介護、生活支援をはじめ、地域力の中心となる自治会、社会福祉法人、

ＮＰＯ法人、任意団体などとの連携を強化していくことが求められる。 

地域包括ケアシステムを活用することにより、直接支援型とコミュニティ支援型を

包括的に運用することが可能になる。そして、高齢化による負の側面だけではなく、

地域とつながることにより高齢者のごみ問題を解決するきっかけにもなり、また高齢

者自身が幸せを享受できる社会になるものと考える。 

おわりに 

少子高齢化社会は、限られた財源で付加価値の高い施策を行うことが求められてい

る。自治体にとっては、公共サービスの向上だけでなく、それにかかるコストとのバ

ランスにも配慮しなければならない。平成 12 年（2000 年）の地方分権一括法が施行

される以前から、清掃事業は自治事務であったことを鑑みると、高齢者のごみ出し支

援は、ごみ収集を円滑に進めていくために、地域の実情に応じたごみ収集を総合的に

見直す機会であるかもしれない。 
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回 TAMA とことん討論会実行委員会（2017） 

武蔵野市環境部ごみ総合対策課編：平成 26 年版 事業概要―廃棄物の抑制・再利用と
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中長期的課題の抽出及び解決策等について

株式会社エイト日本技術開発 

中山 伸吾 

１．検討の背景と目的 

廃棄物処理分野においては、高効率発電やリサイクル技術の向上など

が図られる一方、廃棄物の発生そのものに影響を与える、人口減少、高

齢化に係る各種課題が発生している。このことは、近い将来のみならず、

30 年から 50 年程度先を見据えた場合においてもますます重要になるも

のと考えられ、現在から長期を見通した対策が必要となる。 

このような状況を踏まえ、本検討においては、廃棄物処理に係る中長

期的（30 年程度を想定）課題を抽出するとともに、解決のための方向性

を考察した。 

なお、本検討で取り上げた分野は、筆者が多く従事してきた「焼却処

理」、「資源化処理」、「分別区分・収集運搬」としている。 

２．中長期的に変化することが見込まれる項目の抽出及び課題整理 

２．１ 中長期的に変化することが見込まれる項目の抽出 

第 2 回検討委員会会議で整理した別表 1 の中から以下を抽出する。 

（1）人口の変化 

2050 年には、国内人口が約 1 億人程度（現状：約 1.27 億人）まで減

少することが見込まれている。廃棄物処理分野においては、現在にお

いてごみ焼却施設は発生量に対して余裕がある状況のため、中長期的

には相当量の余剰量が見込まれる。 

（2）人口構成・世帯の変化 

2050 年には、65 歳以上の割合が約 35％（現状：約 27％）となると

ともに、75 歳以上の割合が約 24％（現状：約 12.8％）となることが見

込まれている。廃棄物処理分野では、これに伴う「ごみ質の変化」、「高

齢者のごみ排出、収集形態の変化」が見込まれる。 

（3）「公」の変化 

地方財政を取り巻く環境は、税収の減少などで厳しさを増す中、そ

の使用用途は社会保障関係費が増加している。廃棄物処理分野に係る

費用は、平成 27 年度において約 1 兆 2,000 億円であるが、中長期的に

はこの削減が求められる可能性がある。一方、高齢化への対応を充実

させる場合は増加が必要となる。なお、このうち約 47％を収集運搬費

が占めている。 

（4）技術の進化 

廃棄物処理分野における技術は、ダイオキシン類対策やエネルギー

回収等において成熟してきているが、中長期的には、さらなる発電効
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率の向上や、AI、IoT 技術を活用した技術の進化が期待される。 

（5）法制度の変化 

法制度については、各種課題解決のために改正等が行われることか

ら、中長期的には、上記変化に則した法の制定、改正等が期待される。 

２．２ 中長期的に発生することが見込まれる課題の抽出 

2.1 項で抽出した変化及びその影響を整理すると表 1 のとおりとなる。 

表 1 中長期的な変化及びその影響 

No 
中長期的な 

変化 
変化による影響 要因 

1 人口の減少 ・ごみ量の減少 

・ごみ処理施設能力の余剰（特に焼却施設）

－要

因 

2 人口構成・世帯

の変化 

・超高齢化社会の到来 

・紙おむつや医療系廃棄物の増加 

・単身世帯増加、コンビニエンスストアの

充実によるプラスチック類の増加、生ご

みの減少 

・高齢者ごみ出し支援対策充実に伴う処理

費用の増加 

・ごみ屋敷の増加 

・都市圏への人口集中 

－要

因 

3 「公」の変化 ・人口減、税収減等による財政難 

・財源使用用途の変化（社会保障関係費へ）

－要

因 

4 技術の進化 ・発電効率の向上 

・AI、 IoT 技術を活用した技術の進化 

・低炭素社会へ向けた技術の進化 

＋要

因 

5 法制度の変化 （各種変化に応じて制定、改正） (＋要

因 ) 

※：要因の±は、廃棄物処理分野の立場から設定している。 

表 1 の中から、特に課題となる事項について整理する。 

（1）総ごみ量の減少による焼却施設の処理能力余剰 

総ごみ量の減少により、3 炉ある焼却施設が常時 2 炉稼働、2 炉ある

施設が常時 1 炉稼働など、処理施設の能力との乖離が大きくなる。ま

た、市町村単位での処理が基本であることから、近隣市町村同士での

相互融通が困難であり、それぞれの市町村が課題を抱えることとなる。

解決に向けては、市町村を超える処理に対する住民意識の問題もある。 

（2）少子高齢化に伴うごみ質の変化 

単身世帯の増加によるプラスチック類の増加、生ごみの減少、紙お

むつ類、医療系廃棄物の増加が想定される。（コンビニエンスストアの

活用、それに伴う調理機会の減少） 
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（3）少子高齢化に伴う分別への意識変化 

日本の廃棄物処理（平成 27 年度実績）によると、分別区分数は 11

～ 15 が最も多い。容器包装リサイクル法、小型家電リサイクル法等の

整備により分別区分が増加するとともに、近年では生ごみ分別を行う

自治体も増加している。これに高齢者が対応できず、異物の混入、ご

み出しを行えない（自宅に溜まったままの状態）状況が発生すると考

えられる。これが悪化する場合には、ごみ屋敷の増加も懸念される。 

（4）都市圏への人口集中によるごみ量の偏り（都市と地方の二極化） 

都市圏への人口集中（特に若者層）により、都市圏ではごみ量、ご

み質とも現状と大きく変わらない可能性があるが、地方においては、

ごみ量減少、ごみ質変化が大きくなり、都市と地方でごみ処理を取り

巻く環境が大きく変わる可能性がある。 

一方、表 1 の中から、課題解決に寄与可能となる事項について整理

する。 

（1）廃棄物処理技術の進化 

廃棄物処理技術の進化に伴い、以下の点が課題解決に寄与可能な事

項と想定される。 

 1）ごみ焼却技術における高効率発電 

ボイラの高温、高圧化については、蒸気条件 4MPa×400℃程度が近年

の主流であるが、施設によっては 6MPa×450℃の高条件での設計事例も

見られる。中長期的に見ても、この傾向はさらに続くものと考えられ、

ごみ焼却施設が大規模な発電所としての位置付けが高まるものと考え

られる。なお、熱源としてはプラスチック類が最も有効であることか

ら、リサイクル関係法や住民意識の状況等を考慮しながらこの取扱い

を定めることが求められる。 

 2）リサイクル技術における AI 活用 

資源物の選別には、磁選別、アルミ選別の他、手選別が多く用いら

れているが、近年は AI（人工知能）を活用した選別が開発・運用され

ている。この活用により、例えば、住民の排出段階で複数の品目に分

別する必要があったものを処理側で行うことができ、分別区分を減少

することが可能となる。 

（2）法制度の変化 

廃棄物処理分野においては、平成 6 年 8 月の環境基本法施行から、

各種リサイクル法が制定されている。これらの制定は、制定前までに

生じていた課題を解決するために行われており、今後も社会環境等の

変化に応じて制定及び改正が行われるものと考えられる。 

なお、この制定及び改正には、当学会からのアプローチも有効と考

えられる。 
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次項では、課題解決に向けた方向性として、これらの＋要因と－要

因を組合せた中長期的廃棄物処理システムについて考察する。 

３．課題解決の方向性 

中長期的課題解決に向けた方向性として、「中長期的廃棄物処理システ

ムのモデルケース」、「今後の展望」について示す。 

（1）中長期的廃棄物処理システムのモデルケース（一例）の設定 

2 項で示した事項を基に、中長期的廃棄物処理システムのモデルケー

ス（案）を表 2 のとおり設定する。今後、このような具体的なケース

を複数作成し、比較検討することが望ましい。 

表 2 中長期的廃棄物処理システムのモデルケース（一例） 

段階 取り組み事項 期待される効果 

排出段

階 

・プラスチック類を焼却する。

・ビン・缶・ペットボトルを

一括収集する。 

・分別負担の減少 

・収集運搬費の削減 

・焼却施設能力の有効活用 

収集運

搬段階 

・分別品目を減少させる。 

・高齢者対応を充実させる。 

・税収の有効活用（収集運搬

費用の効率的活用） 

・高齢者対策の充実 

・ごみ屋敷の減少 

中間処

理段階 

・さらなる高効率発電を実施

する。 

・AI を活用し、資源物処理施

設側における高度選別を実

施する。 

・焼却に伴う環境対策を充実

させる。 

・売電収入の増加 

・高度な選別処理 

・環境負荷の低減 

※：都市部、地方部の状況に合わせてシステムを構築することが望まし

い。 

（2）今後の展望 

今後の展望として、以下の 2 点を示す。 

 1）国レベルでのロードマップの作成 

現在も各種団体、委員会等で中長期的ロードマップが示されている

が、国レベルでの作成が必要と考えられる。この作成には当学会が大

きく関与し、国家施策としての位置付けとする必要がある。 

 2）海外事例の調査 

日本以外にも同様の状況下におかれている国があると考えられる。

これらの状況を調査し、日本への施策ついても考慮する必要がある。 
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資源循環、廃棄物処理システムに関する中長期課題の整理

古木 二郎

 本稿は、中長期的課題検討委員会において、別途整理した「想定される社会の変化」

とそれに対応する「廃棄物資源循環分野における変化」を踏まえ、今後、廃棄物資源

循環学会において科学的、政策的な研究を進めていくべき研究課題案を整理したもの

である。

１ 脱炭素社会における資源循環・廃棄物処理システムの研究 

パリ協定を踏まえ、2016 年 5 月に閣議決定した地球温暖化対策計画では、2030
年度の中期目標として、温室効果ガスの排出を 2013 年度比 26％削減すること、長

期的目標として 2050 年までに 80％削減することを謳っている。平成 27 年度の廃

棄物分野からの温室効果ガスの排出量は、日本の総排出量の約 2.4％であるが、中

期目標、長期目標を達成するには、これを可能な限りゼロに近づけていくことが求

められる。

環境省が策定した「長期低炭素ビジョン」では、大幅削減後の社会像として、「廃

棄物処理施設については、施設の低炭素化に加え、地域のエネルギーセンターとし

てのシステムを構築すべく、エネルギー回収効率の高い施設への更新や基幹改良、

得られた余熱の地域利用、処理施設間での発電ネットワーク化、廃棄物系バイオマ

スの利活用等の取組が、地域特性や施設規模に応じて最適な形で進展し、廃棄物が

持つエネルギーが地域で徹底活用される取組が進められている。」との記載があり、

また、大幅削減に向けた政策の方向性としては、「都市鉱山の最大限の活用、バイ

オプラスチック等の再生資源への代替、易分解や長寿命化等に向けた環境配慮設計、

生産効率の向上、所有から共有へのシェアリングエコノミーの進展、良好なストッ

ク形成とストック資源の長期利活用、太陽光発電設備等の低炭素製品も含めた質の

高い 3R の推進、バイオマス系廃棄物の再生可能エネルギーとしての利用、処理施

設での高効率エネルギー回収や余熱利用の促進などを進めていく必要がある。」と

の記載がある。

しかし、これらの施設整備、政策実施により、どの程度の温室効果ガス削減効果

があるのか、もし、中期目標、長期目標に対して不十分であるならば、どの発生源

に対して、研究開発、新たな政策実施等をしていく必要があるのかを明らかにして

いくべきではないか。

２ 豊かな地域づくりに貢献する資源循環・廃棄物処理システムの研究 

廃棄物処理施設は、廃棄物そのもののイメージや、悪臭・大気汚染等の発生リス

クがあること、収集車両が集積することによる騒音、排気ガスの増加や事故リスク

の増加などから迷惑施設として位置づけられている。

一方で、大規模自然災害が頻発し、今後も南海トラフ沖地震や首都直下型地震の

発生が懸念されていることから、廃棄物処理施設のエネルギーを地域の熱源として

利用しようという事例も増えてきている。

今後も迷惑施設と考えられる要因の払拭は困難であるが、それを相殺する、ある
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いは上回る地域のメリットがあれば、廃棄物処理施設の社会的な位置づけも変わっ

てくると考えられる。

地域のメリットとは何かがあいまいであるが、ＳＤＧｓの 17 の目標、169 のタ

ーゲットを地域メリットの総覧と捉え、資源循環・廃棄物処理システムがこれらの

目標、ターゲットにどのように貢献できるかを棚卸ししてはどうか。2015 年 9 月

「持続可能な開発サミット」が開催され、150 を超える加盟国首脳の参加のもと、

「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」を採択。その際に策定されたのが 2030
年を目標年次とするＳＤＧｓである。ＳＤＧｓは、先進国・途上国を問わずすべて

の国を対象とした社会課題を提示したものであり、グローバルレベルでのパートナ

ーシップの必要性を強調し、民間企業の役割が強調されている。

行政、事業者、市民など幅広い立場の学会員で構成される廃棄物資源循環学会が、

資源循環・廃棄物処理システムのＳＤＧｓへの貢献可能性をとりまとめることは、

ＳＤＧｓの理念にも合致すると考えられる。

３ ＩＣＴを活用した資源循環・廃棄物処理システムの研究 

ＩＣＴ（Information and Communication Technology）は、蒸気機関や内燃機

関、電力等に続く現代の汎用技術であり、「モノのインターネット（IoT）」、「ビッ

グデータ」、「人工知能（AI）」が急速に進化しつつある領域として注目されている。

廃棄物分野においても、これらの技術を活用して、収集拠点のごみ集積量把握と

最適収集ルートの設定のほか、廃棄物の画像認識やロボットによる選別、焼却施設

のＡＩを活用した最適制御、自動管理の検討などが進められている。

現在、実施されているこれらの取組は、これまで、収集車、廃棄物処理施設の作

業員、運転員が行ってきたことであり、廃棄物分野の専門職員の労働負荷低減や労

働環境改善に繋がるものである。

一方で、このようなＩＣＴを活用した資源循環・廃棄物処理システムが一般的に

なった場合、どのような廃棄物分野の専門職員が必要になるのであろうか。ＩＣＴ

技術は昨今、急速に進化しているため、このような新たな資源循環・廃棄物処理シ

ステムを設計、製造、運転、管理、修繕等に携わる専門職員が備えるべき知識、技

能を整理し、大学教育、職員教育に反映していく取組が必要ではないか。

また、センサーや画像データなどを活用することで、収集車両の空隙の変動や、

焼却炉やその付帯設備内でのごみや排ガス等の挙動が、より詳細に把握できるよう

になることが期待され、これによって、新たな収集車両の形態や圧縮の仕組み、ご

み処理施設のピットの形、焼却炉の形態なども改良の余地が生まれるのではないか。

これについては、既に確立済みと考えられている技術やシステムについて、そのよ

うな観点から研究開発余地のある分野、テーマを整理し、国の研究開発テーマとし

て取り上げることを提言してはどうか。

４ 廃棄物・資源循環産業の海外展開に向けた情報環境整備 

廃棄物・資源循環産業の海外展開は、産業維持・発展の観点から見れば、人口オ

ーナスの局面にある日本に留まらず、海外市場を開拓していくことが必須の課題で
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あり、人類史的な観点から見れば、未曾有の公害経験を有し、それを克服してきた

我が国の責務であると考える。

国策としても、環境省では、平成 23 年度より循環産業の育成・海外展開促進に

取り組んできており、我が国自治体や関係機関と連携しつつ、廃棄物処理やリサイ

クルに係る二国間協力・多国間協力と有機的に結びつけ、我が国の優れた関連産業

の一つとして循環産業の海外展開を積極的に促進している。

しかしながら、個々の取組・事例は単発的であり、廃棄物・資源循環システム上

の官民の役割分担の違い、環境基準や法制度の違い、物価・サービス対価レベルの

違いも相まって、十分にこの産業が持つ力を発揮できていない状況にある。

このような状況を打開するために、国とは異なるレベルで、産官学が集う廃棄

物・資源循環学会が担うことができる役割として、基礎的な廃棄物の量や性状、そ

れに適用できる技術情報を収集整理することが挙げられる。

海外展開を目論む各国では、廃棄物の量や性状に関する情報がほとんどないこと

が多く、これらを詳細に調査するには、対象地域の自治体や研究機関との連携が不

可欠である。また、ごみの実態に応じて適用できる技術については、我が国の技術

だけでなく諸外国のもの含めて情報収集しなければ、我が国の技術の競争力を推し

量ることができない。

これらの基礎情報の収集を学会活動として行い、学会員がワンストップで活用で

きるデータベースとして整備できれば、我が国の廃棄物・資源循環産業の国際競争

力強化や、海外展開を志向する事業者のスタートアップの効率化に繋がると考えら

れる。
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廃棄物資源の循環利活用の必要性 

保延 和義

（要旨）

 日本社会は少子高齢化による人口減少へと進む一方で、発展途上国では旺盛な経済

成長を背景し人口が増加し、天然資源の消費増加とともに廃棄物発生量も増加の一途

である。

日本の歴史と経験を生かし公衆衛生の維持や環境保全の確保など果たすべき使命

が多く存在し、また限りある天然資源は合理的に利用されるように安定的な技術を持

って進めていくべきである。さらに、資源の循環利用は最も注目されるべき課題であ

る。

世界的な資源需要の高まりを受け、資源再生を行う静脈産業の期待は今後ますます

大きくなることが予想され、その実用性を具体化、実現化していく必要性を指摘する。

１．はじめに 

高度経済成長を経て豊かとなった我が国は、大量生産・大量消費の旺盛な廃棄

物発生の時代から 2001 年の「資源の有効な利用の促進に関する法律」により廃棄

物の発生抑制、再使用や再生使用（Reduce、Reuse、Recycle）の頭文字の R をと

った３Ｒ運動の取組みによって、循環型社会システムの構築を推進してきた。 

廃棄物の処理は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」のもと管轄する自治体

の責任によって安全、安心でかつ安定した廃棄物の衛生的な処理が行われる。そ

のため、廃棄物処理施設はおのおのの自治体（広域組合などを含む）ごとに整備

されている。 

日本の廃棄物管理はその施設自体は NIMBY(Not in my back yard)と呼ばれる迷

惑施設でありながら、自然保護や公衆衛生の維持を確実に維持しており、機能し

ている。かつて 1960 年代の東京ごみ戦争に代表される廃棄物行政の困難期から現

在の資源循環型社会の構築までの経験を今後いかに生かすか、を検討課題として

取上げる。 

２．廃棄物処理分野における潮流と期待 

必要な公益処理施設でありながら、建設予定の近隣住民からは施設整備に係る

強硬な反対運動を受けることが多く、施設の処理機能の高度化や外観を含むイメ

ージの向上など、結果として施設の整備費用を押し上げている。一方で、少子高

齢化の進行による人口減少のため自治体は税収不足で非常に厳しい財政状況下に

あり、廃棄物処理に係る費用の負担はますます上昇している。また、施設の運営

管理においても自治体で技術伝承を担う若い世代が少ないことも課題として大き

くなりつつある。

このような背景と「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関す

る法律」（1999 年）の施行も重なり、日本においては廃棄物処理分野におけるＤ

ＢＯ（Design Build Operation）、ＰＦＩ（Private Finance Initiative）契約な
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ど民間委託による施設の運営・維持、そして施設建設までも行う一連のサービス

を含む事例が着実に拡がりを見せている。これまでの中心であった自治体が施設

を所有し運営する公設公営から民間委託へと変化し、公設民営であるＤＢＯ方式、

ならびに民設民営のＰＦＩ方式などが廃棄物処理分野の潮流であり、廃棄物管理

が安定的に実施されていることを裏付ける。 

一方で海外に目を向けると、東南アジアを中心とする発展途上国では急激な経

済発展を維持し、多量の廃棄物は周辺環境への保全管理を実施しないオープンダ

ンピング方式を主体に埋立て処理されている。劣悪な環境であり悪臭やハエ、蚊

などの病害虫が発生し伝染病の蔓延が懸案され、一刻も早い衛生的で、かつ安定

的な中間処理を必要とされる。日本の廃棄物管理に関する経験を生かし、質の高

い廃棄物処理施設の建設だけにとどまらず法的な基準や運営管理などソフト面も

含む包括的なキャパシティビルディングの支援も強く望まれることと思われる。 

３．廃棄物資源循環の必要性と課題 

中国、インドや東南アジア諸国など経済的に目紛しい発展を維持している各国

では、当然ではあるが資源消費も過大である。世界的な獲得競争が始まり天然資

源の産出国は輸出制限など保護主義をとっており、ここ最近ではリン鉱石がその

対象のひとつと言われている。(1)

廃棄物には分別されず雑多に混在する天然資源を有する不用品が多くある。日

本では各リサイクル法により事前に分別され、発展途上国ではウェイストピッカ

ーによる生活のための資源回収が成されている。このような資源再生は静脈産業

として今後大きく期待されるものであり、さらには最終的な焼却による燃えかす

（残渣）の有効利用が求められてくるだろう。

そして、産業を強化するインフラ増強への動きも強い。そのために電力確保は

喫緊の課題である。大規模発電を思考する上で原子力発電の増設を続ける傾向も

みられるが、持続可能である再生可能エネルギの電力グリッド強化が COP21 パ

リ協定を踏まえ、今後の鍵と考えている。(2)

４．今後の目指すべき方向性 

世界的な資源需要の高まりを受け、資源再生を行う静脈産業の期待は今後ます

ます大きくなることを予想する。

以下のような検討と議論を推進していきたい。

（１）資源循環性に特化した技術の高度化

    ・３R、熱回収までとし、“適正処分”をなくすポリシーの展開

    ・中間処理からの残渣の最終処分をなくす（再生資源として利活用する）

   ただし、“安全性・安定性・経済性の同時確立”が重要な課題

（２）電気・熱のエネルギ循環の高度化

  ・再生資源からのエネルギ回収・蓄エネルギ・送エネルギの高度グリッド化

経済性を論点とすることは非常に重要であるが、それ以前に廃棄物資源の今後

の需要とその適用性を研究課題として整理し、その実用性を具体化、実現化して
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いくことが必要と考える。そのために廃棄物資源循環学会の活動に対する期待は

十分大きく、その責任を果たしていくことが求められる。

参考文献 

（１）黒田ら,リン資源枯渇の危機予測とそれに対応したリン有効利用技術開発
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-58-



災害廃棄物処理における中長期的課題について 

安藤ハザマ 丸山 

1．目的 

 我が国は、経済の成熟・停滞期となり、人口減少と少子高齢化が進行する中、高度

経済成長期に建設した社会インフラ施設が老朽化しつつある。また、経済成長ととも

に温室効果ガス排出量が増加し、地球温暖化が不可避な状況になりつつある。これら

我が国が直面する課題と要請に対応するには、新らたな廃棄物資源循環での方向性を

示す必要がある。 

 本レポートでは、中長期的課題を抽出し、資源循環の観点からその対応策を検討す

る。 

2．想定する中長期シナリオ 

 中期を 2030 年、長期を 2050 年と設定し、中長期シナリオを想定する。 

2.1 人口の変化 

 我が国の人口は、2050 年には 1 億人を割り込むといわれており、世帯総数は、5,307

万世帯と 2019 年をピークに減少を開始し、2035 年には 4956 万世帯まで減少すると推

計されている。人口減少・少子高齢化の課題に直面している。 

 一方、世界をみると途上国を中心とした人口増加が予測されており、食糧やエネル

ギー需要増などの課題解決に加え、持続可能な開発が求められている。SDGs が 2015

年 9 月の国連で採択され、2030 年までの 15 年間で達成するための目標が掲げられた。

さらに、2050 年までには世界人口は 97 億人になると予測されている。 

2.2 技術の変化（進展する技術） 

 第 4 次産業革命とも呼ばれる IoT、ビッグデータ、ロボット、人工知能（AI）等に

よる技術革新は、従来にないスピードとインパクトで進展している。この技術革新を

的確に捉え、大胆に経済社会システムを変革することが必要である。 

 廃棄物資源循環分野においても、これらを踏まえた変革が求められる。 

3．中長期課題の想定 

 本レポートでは、別表-1 で整理した項目の中から、以下の 2 項目について、中長期

的課題を抽出し、その対応策について整理する。 

・ 「7.災害（震災・水害）対策/南海トラフ大地震や首都圏直下型大地震への備え」 

・ 「8.価値観及びライフスタイルの変化/多機能化（災害時避難所、拠点、備蓄）」 

3.1 大規模災害への備え 

 東日本大震災を経験し、防災・減災の意識が高まり、国民的に浸透している。 

 中期的課題としては、想定される大規模災害への備えと災害が発生した場合の迅速

な対応が求められている。長期的には、予測技術の進展により、災害発生の切迫度が

高度に予測可能となり、人的災害が軽減されると推測される。これにより、大規模災

害について各分野が連携し、実効性のある対応が求められる。 

3.2 施設の多機能化（災害時避難所、拠点、備蓄） 

 我が国の社会インフラは高度経済成長期に集中的に整備されたため、急速に老朽化

するとされている。今後、建設後 50 年以上経過する施設の割合は加速度的に高まり、

一斉に老朽化するインフラを戦略的に維持管理・更新することが必要である。 

 施設更新にあたっては、人口減少などの社会構造変化により財政が厳しく、これま

での制度や体制では安全性を維持することが困難な施設の増加が想定される。中長期
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的な社会経済情勢の変化を見据え、施設の再構築と多機能化が必要である。 

 廃棄物処理施設としては、地域における循環型社会の形成や災害対策の拠点となる

インフラとしての役割が期待できる。３Ｒの推進、省エネ・創エネの促進、地球温暖

化防止、災害対策の強化等、様々な機能・役割を担う必要がある。更新・新設も含め、

中長期的な価値観やライフスタイルの変化も考慮した再構築により多機能化を図るこ

とが必要である。 

4．廃棄物資源循環分野における課題と対応策 

4.1 災害（震災・水害）対策/南海トラフ大地震や首都圏直下型大地震への備え 

4.1.1 災害廃棄物分野の課題 

 東日本大震災における災害廃棄物処理の経験から課題を抽出する。ここでは、地方

自治体における対応例から課題を整理した。 

 災害廃棄物は一般廃棄物であるため、処理主体は地方自治体である。県に地方自治

法に基づく事務委託にて災害廃棄物処理を実施したケースでは、県からの最初の業務

委託は発災後 6 か月も経過してしまうほどであった。最も遅い自治体では発災後 1 年

が経過してからであった。処理の早期開始が求められる災害対応の現場において、着

手遅延という課題が浮き彫りとなった。以下、課題を抽出する。 

(1)技術面の課題 

発生量の早期把握 

・ 処理量は被災家屋数×原単位から推定する。加えて測量による詳細調査・処理過

程で繰り返し見直しを図るという手法を用いた。結果的には、処理対象量は当初

推定の半分程度であった。施設規模の過大評価との批判も一部で招いた。 

・ 収集・仮置時の分別がほぼなされないまま山積みとなるケースが散見された。 

・ 組成や対象量に応じた適正な処理計画が必須となるが、ごみ質が多様なため苦慮

した。 

再利用・再生利用 

・ 再生品の利用先がマッチングしないケースが散見された。例としては、焼却灰を

固化しブロックに再生したものの、利用先が見つからないため、しばらくの間、

仮置場のスペースを占有していたケースも見受けられた。 

(2）体制上の課題 

・ 処理主体、自治体と県の業務区分、処理方針の調整に時間を要し、処理開始の遅

れの一因となった。 

・ 仮置場用地の確保に時間を要し、工程上クリティカルパスとなる。 

・ 通常、県は廃棄物処理の実施主体とはなり得ないため処理の実務経験が希薄であ

る。インハウスエンジニアの人員、能力、経験不足が課題として挙げられた。 

4.1.2 災害廃棄物分野の対応策 

(1）大規模災害の対応策(中期) 

 中期的な対応策は、以下のとおりである。 

・ 仮置場用地の事前確保、あるいは想定しておく（二次仮置場を確保することで早

期処理開始の効果が大きい）。 

・ 被災状況に応じた災害廃棄物発生量の推計手法を確立する。 

・ 処理スキーム・体制、処理計画の事前準備として、だれが、どこまで、何をする

のか？などの役割分担を明確にする。そのうえで、人材育成などによりリソース

の充実化を図る。 

・ 災害協定、廃棄物ネットワークの充実など、民間との事前連携の強化。 
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(2）大規模災害での対応策(長期) 

 長期的に対応策を検討するにあたり、技術的な進展も考慮し、具体策を講じる必要

がある。災害監視や災害予測技術の現状と今後の見通しを表-2 に示す。 

 災害監視技術は、東日本大震災以降、災害監視衛星や GPS を活用する技術などが一

般化し、住民にも浸透している。また、災害に関するリスク評価技術も、地震リスク

マネジメントが一般化しつつあるなど、一定の手法が確立している。 

 中期的には、これらの手法をブラッシュアップし、マネジメント技術の進展もにら

みつつ、的確に手を打つ必要がある。 

 長期的には、災害予測技術が進展し、プレート境界地震と内陸地震それぞれについ

て被害発生が予想される地震発生の場所や時期などの切迫度が高度に予測可能となり、

人的災害の軽減がより確実になると推測される。 

表-2 災害監視や災害予測技術の現状と今後の見通し 
技術分野 災害監視や災害予測技術の現状と今後の見通し

災害監視 
技  術 

・ 災害監視衛星、通信衛星、GPS、無人飛行機などを活用して、災害の
監視、発生後の災害状況の把握および迅速な対応(必要なところに必
要な情報を配信)を可能にする危機管理システム（2014） 

・ 海洋を含む日本全土をカバーする一元的なデジタル国土管理・利用シ
ステム（地球観測衛星のデータと GPS,通信衛星、GIS 等を活用して土
地利用、海洋情報、地図等の情報をデジタル化）2014 

・ 地震や火山、洪水等の自然現象、あるいは人為的事故に伴う災害リス
クポテンシャルを住民が認識、理解し、行政と協力して減災策を構築
できるシステム（2014） 

・ 降雨短時間予測と雨水管理（輸送、貯留、処理）の技術および警報・
避難・規制システムの高度化による、河川・道路等の災害がもたらす
人的被害の大幅な削減（2017） 

リスク評
価 

技  術 

・ 地震発生確率の長期評価手法の確立に基づく、地震リスクマネジメン
トの一般化（2018） 

・ 大規模停電や長期断水など広域かつ甚大な都市機能マヒの発生時の
復旧支援技術（2018） 

災害予測 
技  術 

・ 巨大地震発生時の構造物や地盤の挙動を正確にシミュレートする技
術（2014） 

・ 高層建物やタンクなど、長周期構造の海溝型地震に対する耐震性評価
と補強技術（2014） 

・ 信頼性の高い水害、土砂災害予測情報が提供できるような精度の良い
降雨予測技術（2019） 

・ 地震検出システムに連動し、非直下型地震の地震波到達までの時間を
利用して人命の安全確保を図るビル統合管理システムやホームセキ
ュリティシステムの一般化（2020） 

・ 地殻の歪みの分布や過去の地震履歴の分析等により、中期的(5～10
年程度先)な大規模地震(M8 以上)の発生を予測する技術（2021） 

・ 事故や災害による環境影響の早期警報など、専門家による早期警報、
早期予知のシステムが確立し、科学技術によって対処すべき課題の早
期発見、影響評価が可能になる（2021） 

・ 地震発生数分前の予知を可能にする地殻変動センサ（2023） 
・ 地震発生域規模での地殻内の広域応力場の測定を可能とする技術

（2026） 
・ プレート境界地震と内陸地震それぞれについて、被害の発生が予想さ

れるマグニチュード 7 以上の地震発生の切迫度（場所と時期）を人的
災害の軽減につながるような高精度で予測する技術（2030） 

※JST 未来技術年報より一部引用 
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 （長期的な対応策として検討すべき事項） 

災害廃棄物量の測定・把握手 

・ 大規模災害発生予測技術の高度化。精度向上。 

・ 災害廃棄物の数量・組成などの高精度な予測技術、測定・把握する技術の確

立 

再利用・再生利用技術 

・ これまでの実績をデータベース化し、今後の大規模災害対策に活用する。長

期的には予測技術にも応用し、リサイクル用途など設定に活用する。 

災害対応時のリソース 

・ 異業種と連携、人的支援 

・ ノウハウなどの暗黙知を形式知へ変換、AI 技術への置き換え。 

早期着手 

・ 仮置場、仮設焼却炉の早期稼働（立上げるまでのリードタイム） 

 これらの対策を具体化し、体系化しておくべきと考える。 

4.2 施設の多機能化 

 人口減少など社会構造の変化により、これまでの制度や体制では安全性を維持する

ことが困難な施設の増加が想定される。中長期的な社会情勢の変化を見据え、施設の

再構築と多機能化が必要である。 

4.2.1 廃棄物処理施設の更新の課題（中期） 

 廃棄物処理施設の場合、点検・診断は、装置ごとに目視点検・寸法測定・超音波法・

サーモグラフィー・水圧検査法など多様な技術を活用して行われている。これらの点

検・診断は、施設の劣化予測・故障対策を適切に行うことを主目的としたものであり、

廃棄物処理施設のうち、ごみ焼却施設やメタンガス化施設などでは、高効率なエネル

ギー回収が期待できる。そのような性能維持を主目的とした点検・診断を行うには、

これまでにない点検・診断技術、センサやロボット、ICT など技術の開発や活用が考

えられる。具体的には、従来の点検・診断技術は主に施設の稼動を停止させた状態で

行う技術であるが、稼働中のデータを新技術によって把握し、それらデータを劣化予

測・故障対策に活用すれば、より効率的な施設の運用や、より低コストの補修・整備

が可能になる。 

 また、老朽化した施設の増加、維持管理を担う熟練技術者の減少、管理者の財政制

約といったインフラを取り巻く社会経済情勢の変化を踏まえ、戦略的に新技術の開

発・導入を進めていくかが課題である。      ※環境省 インフラ長寿命化計画よ

り一部引用 

 廃棄物処理施設としては、地域における循環型社会の形成や災害対策の拠点となる

インフラとしての役割が期待できる。３Ｒの推進、省エネ・創エネの促進、地球温暖

化防止、災害対策の強化等、様々な機能・役割を担う必要がある。更新・新設も含め、

中長期的な価値観やライフスタイルの変化も考慮した再構築により多機能化を図るこ

とが必要である。 

4.2.2 廃棄物処理施設の多機能化の留意点（長期） 

 廃棄物処理施設の多機能化の留意点を以下に整理する。 

施設（新設・既存施設）の耐震化とシステムの機能向上 

・ 全体システムの機能不全の防止 

・ 冗長性・代替性、堅牢さ、粘り強さ、融通性・順応性を持たせた施設改良。 

具体例：焼却灰の固化技術による最終処分場の機能向上など 
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※最終処分場の容量拡大や耐震性向上 

焼却施設の分散化、集約化 

多機能化（災害時避難所、拠点、備蓄としての位置付け） 

再生可能エネルギーの積極導入 

・ 風力発電・太陽光発電・小水力発電の非常用電源としての利活用 

・ 地域防災との連携、小規模グリッド化 

革新技術の応用（表-2） 

表-2 革新技術と廃棄物資源循環分野における応用例（課題含む） 
革新する技術 廃棄物資源循環分野における応用

人工知能（AI）

・ 廃棄物発生量の予測（収集側）
・ 廃棄物発生抑制（排出側） 

例：IoT 冷蔵庫による食品賞味期限管理により焼却・処分場の無
人管理 

・ 収集の効率化、焼却場周辺の渋滞の緩和 
・ 個人情報・ビックデータを含む廃製品の適正処理 

自動運転技術 

・ センサの向上によるメンテナンスの効率化
・ 分別の完全自動化（収集側） 
・ センサによる分別の容易化（排出側） 
・ 収集車の自動運転により焼却場周辺の渋滞緩和 

ロボット技術 
・ ドローンによる廃棄物の収集
・ ロボット廃棄物など新たな処理困難物への対応 

※本検討委員会まとめ 別表-1 より抜粋 

 施設の多機能化にあたっては、上記に整理した留意点を考慮し、さらに、人工知能

（AI）、自動運転技術、ロボット技術や IoT、ビッグデータ解析などの革新技術を積極

的に活用してゆくことが必要と考える。 

以 上 
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日本における今後の廃棄物処理の課題

森 孝信

 ここでは、我が国における廃棄物処理システム（収集運搬、ごみ焼却（溶融含む）

施設、最終処分、し尿処理、海外展開）の現状課題の抽出を行った。なお、除染廃棄

物等の放射性廃棄物については触れていない。

 以下に我が国における廃棄物処理システムの現状の課題を抽出したが、いずれも今

後、解決しなければならない事項と考えられる。既に我が国はある一定の循環が形成

されたといわれているが、さらに廃棄物処理システムの効率を上げ、特にコストの削

減等は重要な課題と考えられる。

 なお、本稿は文末にある参考文献を抜粋して作成していることをご了承願いたい。

１．ごみ処理施策や法制度上の課題等 

① 将来的に廃棄物量の減少

ごみ焼却施設において、廃棄量減少に伴うスケールデメリットからくる処理単価

の高騰が懸念されている。そのような中、効率的な適正処理等を実現するシステム

の構築が課題となっている。

② 産業廃棄物 

建設廃棄物のリサイクル率は上昇しているが、今後、廃棄物量が上昇し、また新

規建設物も減少してくる中でそれらを再利用する場は限られてくるため、産業廃棄

物については多くの減少は見込めないと考えられる。

③ 一般廃棄物と産業廃棄物の区分 

一般廃棄物と産業廃棄物の区分は、排出者責任の所在に起因した区分設定である

ため、同じ物性のものを別々に収集・運搬さらには処理・処分することになり、効

率の低下を招いている。そのためにも異業廃棄物間の連携処理も必要である。

④ 熱回収とマテリアルリサイクル 

廃棄物に多くのコストとエネルギーをかけてマテリアルリサイクルを行うので

はなく、適切なサーマルリサイクルを行うことが優先されている。しかし、廃プラ

スチック類については、分別コスト、輸送コストやマテリアルリサイクルを行う上

での品質の確保など様々な課題を抱えている。

⑤ 廃棄物焼却施設における発電・熱利用 

ごみ発電は、施設が大型化するほど効率が高くなる。我が国においても、地球温

暖化防止の観点からも積極的にごみを燃料としてとらえ、よりいっそうの効率的な

エネルギー活用が望まれる。

２．社会的状況の変化に伴い露見した課題 

 ① ２Ｒ活動の推進について（費用負担の自覚の必要性） 

排出原単位がこのところ横ばい状態である。今後の循環型社会形成推進のために

は今後さらなる改善の余地があると考えられる。
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② 少子高齢化と廃棄物 

高齢化を食い止めることは容易ではなく、社会への影響を低減し適応していく必

要がある。

(ア)在宅医療廃棄物の適正処理、介護用おむつの処理、及び高齢者の社会的孤立等

から生じるごみ屋敷となる。

(イ)分別やごみ出しへの対応が困難となる高齢者の増加。

(ウ)在宅医療廃棄物や介護系おむつによる可燃ごみの高質化。

(エ)加齢によるごみ分別の不徹底の拡大。それに伴う、焼却処理や選別処理におけ

る混入異物対策の強化。

(オ)高齢者を対象とした思いやり収集を導入する自治体も見られるが、料金収受の

問題や収集員自体の高齢化による人員不足。

③ 公共土木工事の減少 

再生材の供給が需要を上回る可能性が懸念されるため、再生材の品質向上による

用途拡大が必要である。そのために再生材を用いた土木資材の長期的な環境安全性

を評価する試験方法の開発が必要である。

④ ディスポーザー 

下水道への負荷は増加するが、ごみ収集・運搬コスト負荷低減となっている。今

後の収集運搬システムの在り方及び有機性廃棄物をどこに集約するかという観点

からは考慮する必要がある。

３．廃棄物の処理費及び維持管理費の削減について 

(ア)廃棄物に係る経費は、廃棄物の処理及び維持管理は依然高い水準を維持。

(イ)ごみ処理施設の整備については、今後のオリンピック日本開催などに伴い、景気

上昇によって建設費、特に土建費が高騰している。

４．地域の特性と廃棄物問題 

(ア)行政区等の制約から地域的な特性（産業構造、交通事情）を考慮することが出来

ないため、適正な施設規模、処理方式及び機器整備が困難である。

(イ)長距離運搬による運搬車両起因の CO２発生の増加が生じている。

(ウ)ダイオキシン類問題が生じて、広域化、全連続式焼却施設の奨励、小規模施設の

建設不可などが一時期進んだが、近年、絶対条件としての意識は減少している。

５．自区域内処理の原則と施設の大型化 

① 排ガス対策と施設の大型化 

(ア)国の方針としては、原則として広域化により既存施設の数を削減し、施設の大型

化を求めているが、実際には地理的条件や用地取得の問題など様々な理由により

必ずしも広域化が進展していないのが実情となっている。

(イ)施設の大型化、集約化には発電効率の向上や建設費の縮減など多くのメリットが

存在する。しかしながら、我が国のような地理的特性を考慮し施設整備で行って

きたため、状況によっては、従前のような小型の施設についても改めて考え直す
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必要がある。

② RDF 施設の課題 

(ア)固形燃料の製造過程で塩化ビニルや塩類が混入することにより、燃料性状が悪化

し、間欠運転の温水ボイラなどの燃焼装置が腐食される。

(イ)燃料成形時の電力消費が大きすぎる。

(ウ)固形燃料に適さないものは埋め立て処分されるため、ごみ問題の全面解決になら

ない。

(エ)高いコストをかけて製造しても、燃料としての品質が悪い。

(オ)燃料としての発熱量が低く、助燃が必要となる。

(カ)RDF 燃料としての利用先も限定されていること。

③ 離島におけるし尿等の処理における諸問題について 

(ア)離島のような一部の自治体では、行政人口が少ないことからし尿・浄化槽汚泥収

集量が少なく、処理の広域化を図ることができない地域がある。

(イ)し尿処理施設は、受入・貯留設備等、施設規模に関わらず必要となる設備がある

ことから、例えば 10 /日未満の施設では、 当たりの建設単価が極端に割高と

なり、小規模な自治体では、財政上の理由から処理施設の建設が難しい場合があ

る。

(ウ)公共下水道が普及している自治体では、下水道投入による共同処理が考えられる

が、受入・投入施設は補助（交付金）がなく、高額な事業を単独事業費で整備せ

ざるを得ない状況がある。

④ 有害物質（水銀）の処理について 

(ア) 廃棄物焼却施設も対象となり規制受ける（一廃、下水汚泥）。

(イ)家庭ごみ区分への有害ごみ区分の必要性（蛍光管、水銀式体温計、乾電池、携帯

電話等）。

６．一般廃棄物処理施設のハード面における課題 

① 一般廃棄物処理施設整備状況での課題 

(ア) 焼却施設について、2015 年現在、1990 年代半ばから後半に建設された施設が

15 年を経過するが、この時期に使用開始された施設の数は他の時期に比べ多い。

(イ) 2002 年のダイオキシン類対策特別措置法における新規制値の適用開始に合わせ

て件数や交付額が急激に増加した。これらの工事を行い現在も稼働を継続して

いる施設についても 15 年が経過しており、更新または延命化の時期が迫る施設

はさらに多くなっている。

(ウ) 一般廃棄物処理施設の更新にあたっては、市街化の進行、地形的な問題から新

たな建設予定地の確保が難航する自治体や景気の低迷から財政状況の厳しい自

治体も多い。

(エ) 候補地が選定されたとしても、「迷惑施設」として地元住民及びその周辺住民等

による反対運動が発生するケースもみられる。

(オ) このような現状に加え、一般的に新設に比べて費用対効果で有利となる既存施

設の長寿命化のニーズはより一層高まるものと考えられる。
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② 長寿命化が抱える課題 

(ア) プラントメーカ及び関連企業以外で、設備の詳細を把握することが難しく、通

常の工事発注と違い競争原理を働かせることが困難である。

(イ) 修繕箇所の工事費算定についても適切な価格か否かの判断が、自治体やコンサ

ルティング会社では困難であり、1 社による見積をベースに適正な価格であるこ

とを評価することは難しい。

(ウ) 老朽化に伴う部分的な補修を含む場合では、このデータベースのみでは対応で

きない。

(エ) 施設の稼働期間が長くなれば、安全の確保及び環境保全の確保のためには、日

常の運転管理と定期的な点検整備におけるより一層の留意が必要である。

③ PFI／DBO 方式の課題 

(ア) PFI 導入可能性調査や特定事業の選定において VFM を算定する。その際のリス

ク調整額の扱いが不明確であるとともに、PSC と PFI/DBO の事業費そのもの

の差額の根拠が曖昧なケースがある。

(イ) 事業契約期間が 15 から 20 年間と長期亘ることから、民間事業者において将来

変動リスクの予測が困難で、実績づくりを優先するがあまり、手探りの積算額

で落札し、厳しい財務条件下でやりくりを余儀なくされている。

(ウ) 電気事業法上は、事業用電気工作物の設置者が工事、維持及び運用に関する保

安の監督をさせるため、電気やボイラー・タービンの主任技術者を選任するこ

ととなっている。運転維持管理の基本的なリスクを民間で担うことにしている

にもかかわらず、当該施設が公共に所有する施設であることから、公共を電気

工作物の設置者とすることにより、主任技術者を管理上の実態に則さず、公共

から選任している。官民リスク分担の基本方針と管理体制に矛盾が生じている

事例がある。

(エ) 他市町村または一部事務組合から緊急のごみの受入れ要請など、想定外のごみ

受入について能力的に可能で発注者である公共が受入の意向があっても、契約

図書の不備から民間事業者の受入拒否を認めざるを得ない状況もある。

④ 中間処理の課題 

１）灰溶融の関係 

(ア) 3R の推進により最終処分場の残余年数が増加していることなどから、灰溶融設

備設置の必然性が低下した。

(イ) 灰溶融設備自体の維持管理にかかる費用も大きいため、最終処分場が十分に確

保されている自治体では、灰溶融処理の継続が難しい状況にある。

(ウ) 環境政策の重点課題である温室効果ガス削減の観点から、溶融固化設備の廃止

による燃料等の削減が注目され、灰溶融設備は設置の必要性が低くなっている。

(エ) 継続する場合、高温での処理となるためエネルギー消費は避けられないが、よ

り高効率化を目指すとともに、CO2 排出抑制を進める等の改善が必要となる。

(オ) 溶融スラグについても、その品質は自治体によっても異なり、有償での売却が

難しい事例もある。公共事業への利用などで活用が図られているが、需給バラ

ンスが一致せず余剰となることもある。
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(カ) 灰溶融施設の有効活用のためには、エネルギーやコストの低減が重要な課題。
(キ) 老朽化が進んだ施設も多いことから、課題解決のためには基幹的設備改良によ
る老朽化対策、維持管理及びスラグ品質の改善などが必要。

(ク) 特に生成された溶融スラグの需要確保は重要であり、JIS基準が定められる前に
建設された施設もあるため、現状の施設で基準への適合が難しい事例もある。

(ケ) 既存の灰溶融施設を有効活用するためには、基幹的設備改良とあわせて、スラ
グ品質の改善も図ることが必要。

２）エネルギー供給（ごみ発電）の課題 

(ア) 現状のごみ焼却施設は中規模施設が多く、自己使用電力が大きいことから、余
剰電力が小さい。

(イ) 施設規模ごとに発電効率にも差があり、平均は約 12.0%とされるが、0.8％から
35％程度まで施設により大きな差が見られる。

(ウ) 定期点検・補修による休炉や焼却量の変動、ごみ質の変動により送電端電力が
変動するケースが多く、発電施設としてみた場合、需要に見合った電力を安定

して供給することは現状難しい。

(エ) 発電効率の向上は、ごみ発電の課題であり、国においても交付金の交付要件に
エネルギー回収効率を盛り込むなど、高効率発電技術の開発、導入は現在も進

められている。一方で施設規模が小さい場合には、発電効率にも限界があり、

ごみの発生抑制、資源化が進められている現状では、自治体ごとの処理能力は

小さくなる方向にある。

(オ) 電力の小売自由化により、ごみ処理施設が電力供給事業者となるためには、一
定電力の安定供給が必要となる。ごみ処理能力の問題に加え、前述の課題に示

したごみ質の変動や休炉による影響も考えると、個々のごみ処理施設では発電

能力、安定性の面で供給責任を全うすることは難しい。

(カ) より一段の効率を上げる技術としてはガス化発電技術があるが、ある程度均質
なごみ処理の必要性やタールの問題など安定なシステムとして導入さるにはか

解決すべき点は多い。

３）廃棄物の組成 

厨芥類や下水汚泥、家畜糞尿などの水分の多いごみを集約して混合メタン発酵し、

バイオガスを得て様々な利用が可能となる。既にある焼却施設とメタン発酵施

設の組合に、さらに下水処理施設を連携されることも必要である。

２．最終処分の課題 

(ア) 平成 20年度以降、残余年数は 18年以上を維持しているが、平成 20年度以降に
新たに開設されている最終処分場は毎年 20件以下（現在埋立が終了しているも
の除く）に留まっており、埋立容積も小規模になっている。

(イ) 最終埋立量の減少により、最終処分場の建設の緊急性が薄れたことや、土壌や
水質等の周辺環境汚染への懸念から建設に必要な地域住民の合意が得にくくな

っている。今後は、最終処分量の減少幅はゆるやかになるものの、残余年数の
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大きな伸びは期待できない。

(ウ) 関東地区では東日本大震災に伴う放射能の影響でエコセメント需要が停滞して
いたが、徐々に改善傾向がみられ、全国的にみても溶融処理と比べて安価なケ

ースでは、エコセメント化処理や灰のリサイクルへの依存度が増加することが

考えられる。

(エ) 最終処分場を保有していない自治体では、県内外の自治体・公社及び民間業者
へ最終処分を委託するケースもある。平成 16 年度に比べ大きな変化はないが、
民間業者へ委託する割合がやや増加している。自治体は適正かつ安定した処理

を確保する必要があるため、民間業者の選定は非常に重要である。

(オ) 一部の悪質な民間業者による不法投棄等の問題が想定されるが、産業廃棄物で
使用されるマニフェストもなく、これらを確実に判断することは難しい。委託

した民間業者が経営破綻することも考えられるほか、民間業者であっても埋立

可能量は有限であることから、委託先の確保は常に課題となっている。

(カ) 近隣に適切な民間業者がいない場合、輸送コストが高くなるため多額の委託費
用がかかり、自治体にとって大きな負担となる可能性がある。

(キ) 埋立地は廃止までの年数を 30年とすることが多いが、埋立物からの環境汚染物
質の溶出ポテンシャルが環境汚染を引き起こさないほど低下したことを保証す

ることは困難であるため、遮水工の耐久性はそれ以上が望まれる。このことか

ら、遮水機能の耐久性向上や耐久性評価方法の確立に取り組む必要がある。

(ク) 埋立層内部環境の変化により埋立物中の環境汚染物質が可溶化する可能性も考
えられることから、30 年を越える長期的な溶出予測や、溶出した場合でも再度
埋立層内でパッシブに不溶化できる技術の開発に取り組む必要がある。

３．し尿処理(し尿処理施設)の課題 

① し尿処理の課題 

(ア) 環境保全の観点から、生活雑排水処理を行わないくみ取りし尿、みなし浄化槽
設置世帯・事業者・エリアについては、早期に汚水処理の適正化を図る必要が

ある。

(イ) 大きな財政負担を伴う下水道事業による汚水処理計画を主体としている自治体
は、人口減少等の社会情勢の変化に伴い、事業開始までに長期間必要となるこ

とが考えられる。そこで、農林水産省、国土交通省、環境省の 3 省は、平成 26
年 1 月に“持続的な汚水処理システム構築に向けた都道府県構想策定マニュア
ル”を取りまとめ、各自治体では、向こう 10年程度を目途に汚水適正処理シス
テムの概成を目指す計画を策定しているところである。この汚水処理計画の見

直しに伴い、これまで下水道計画とされていたエリアが、個別処理に変更され

た場合は、現在のくみ取りし尿・浄化槽汚泥収集量が減少しない見込みとなる。

したがって、処理量減少からし尿処理施設の廃止や下水道投入の検討を行って

いた自治体は、必要に応じてし尿処理施設の継続運用を検討しなければならな

い。

(ウ) し尿・浄化槽汚泥は、人口の減少、集合処理システムの構築が進んでも必ず発

-69-



生するため、適正処理を行うシステム（汚泥再生処理センター等）は、今後も

維持する必要がある。

② し尿処理施設（汚泥再生処理センター）の整備への課題 

環境省は、市町村が廃棄物の３Ｒを総合的に推進するため、広域的かつ総合的に廃

棄物処理・リサイクル施設整備を計画（循環型社会形成推進地域計画）した場

合に、有機性廃棄物リサイクル推進施設として、し尿処理施設（汚泥再生処理

センター）を交付金対象としている。有機性廃棄物は、農業集落排水汚泥や、

一般廃棄物の生ごみが該当する。農業集落排水汚泥は、従前よりし尿処理施設

で処理が行われていたため、比較的容易に新施設の処理対象とすることが可能

となっている。このような状況での課題は以下のとおりである。

(ア) 生ごみについては一般ごみの収集システムの変更が必要となるため、自治体内
での調整に時間がかかる。

(イ) 生ごみは近年熱回収施設においてメタンガス化する技術も採用されるようにな
り、固形廃棄物との共同処理といったより広範囲な視点に立って計画を行う必

要がある。

(ウ) し尿等処理からの資源化技術は、堆肥化・助燃剤化・リン回収等があるが、い
ずれも需要と供給（時期）について十分な検討が必要となる。

(エ) 下水道との共同処理を行う場合、及びし尿等の投入を行う設備（受入槽・貯留
槽・受入室・除さ設備）のみを設置する場合は、環境省交付金対象事業として

は認められず、自治体単独負担の事業となる。

③ 既存し尿処理施設の維持（基幹改良を含む） 

(ア) し尿処理施設は、運転を開始すると原則として運転停止がない施設であり、処
理システム的には極めて強靭であるといえるが、その半面で、施設の老朽化に

は基幹改良等による修繕は考えず、新設をもって当たる体制がこれまでの通例

となっている。

(イ) もともとの設計が、延命化による基幹設備の更新について考慮されていない施
設も多く、特に施設の長期の運転停止が行えないし尿処理施設が多い。

(ウ) ごみ焼却施設（熱回収施設）は、定期修繕等の長期運転停止時には、近隣都市
でのごみ処理が行えるよう、相互支援協定等を結んでいるケースが多いが、し

尿処理に関しては協定が殆ど無い状態。

(エ) 燃えるごみについては、民間事業者による委託処理の可能性であるが、し尿等
液状廃棄物の処理の許可を持つ民間事業者は極めて少なく、委託処理も困難で

ある。

(オ) 施設の主処理設備が複数系列化されていない。
(カ) 施設の貯留・主処理・高度処理設備について、多くの施設は 1 系列での運転の
ため、基幹改良時には施設の全停止を免れない。

(キ) 全停止の場合の代替処理手段の確保が難しい。
(ク) 水槽防食等延命化に必須の工事が交付対象外である。
(ケ) し尿処理施設において最も腐食が懸念されるのは、受入・貯留水槽内部である。
多くのし尿処理施設で、水槽上部は受入室となっており、し尿等収集車両が走
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行し、荷重がかかる部分となるが、水槽防食は CO2削減に直接寄与しないため、
交付金による支援がない。

４．海外展開 

  ここでは、我が国が主体的に取り組んでいる発展途上国に対しての展開に対し

ての課題を抽出している。

途上国へ水ビジネスが先駆けて海外展開を図っており、海外支店等をつくりマーケ

ット調査を行い、営業情報を集めているが、海外展開に繋がっていない。廃棄

物分野で動きが遅れて、安い外国製に負けている。

① 背景 

(ア) 処理責任が法律の制定で明確化されていないため、処理するビジネスが成り立
たないため、市場もできていない。

(イ) 国民の可処分所得が多くなければごみはそう増えないし、地方政府は住民税や
法人税が入らなければごみは処理に費用がかけられない。

(ウ) 同レベルで同じ一人あたりのGDPを示しても地方都市のごみへの予算配分の割
合は大きくことなっている。そのため同じような廃棄物の発生があっても即そ

れが廃棄物分野の市場になるわけではない。

(エ) 廃棄物処理や汚水処理等は政策的に後回しとなり、予算が増えないといったジ
レンマが見られる。

② 循環産業海外展開での課題 

(ア)施設建設費や運営費の内外格差が大きい。その原因は、補助金等の国の支援のた
めであり、今後は経済設計が求められる。

(イ)PPP手法で発注されているが、日本メーカーは投資家としては参加していない。
総合的な提案力が不足している。

(ウ)PPP 手法が欧米式での発注であるため、日本のアドバイザリーコンサルタント
と出ることは困難。

(エ)事業性が低いため、日本企業は参加し難い。
(オ)途上国の地方自治体の廃棄物処理予算が低い。
(カ)アジアではごみ焼却への忌避感が強く、ダイオキシンや大気汚染への心配が根強
くある。

(キ)ごみ処理の３Rによる減量化と中間処理による処理の高度化は、結果としてスカ
ベンジャー・ウェストピッカーの失業問題を引き起こす。

(ク)発展途上国の環境問題の改善に際し，先進国の技術を発展途上国にそのまま組み
入れることはしばしば非常に困難である。

(ケ)国によっても抱える問題やインフラの整備状況等が異なっている。そのため，先
進国において開発された技術等をそのまま発展途上国に適用することは，エネ

ルギー消費の面等から困難が伴う。

以 上
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2) 第２回 中長期的課題検討委員会 会議録（平成 29年９月７日）
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第 1回中長期的課題検討委員会会議 議事録

日時：平成 29年 6月 19日(月) 16:00～17:30 
場所：廃棄物資源循環学会 会議室

出席者：

(学会)島岡会長、森主査
(委員)後藤尚弘、篠靖夫、鈴木慎也、田崎智宏、中川和郎、中山伸吾、中山裕文、古木二郎、
黒石智（寶正史樹委員の代理出席）、保延和義、宮川英樹

(欠席)丸山敏弘

配布資料

・議事次第

・資料 1-1 新聞記事抜粋（（一社）廃棄物資源循環学会新会長に聞く）
・資料 3-1 委員名簿
・資料 4-1 中長期課題検討委員会について
・資料 4-2 日本における今後の廃棄物処理の課題
・資料 4-3 廃棄物資源循環学会学会誌および論文誌執筆要領
・資料 4-4 （公社）土木学会 レジリエンスの確保に関する技術検討委員会の設置

１．議事結果概要

○会長及び主査より、本委員会の目的、実施内容等の説明を行った。

○委員の自己紹介を行った。

○検討の進め方等について協議を行った。

○本日の協議を踏まえ、次回委員会にて論点整理を行う。

２．今後の会議日程、資料提出期限等

○第 2回委員会を平成 29年 9月 6日（水）又は 7日（木）の廃棄物資源循環学会研究発表
会での合間等に実施する（東京工業大学大岡山キャンパス）。委員は、平成 29 年 8 月末ま
でに各自の提案概要を提出する（A4版 1枚程度（任意書式））。
○第 3回委員会を平成 29年 10月 31日（火）の午後 1時 30分より実施する（廃棄物資源
循環学会会議室）。委員は、平成 29 年 9 月末までに各委員の考えをレポートに取りまとめ
提出する（論文誌執筆要領に沿った形式で提出。日本語とする。）。

○第 4回委員会を平成 29年 12月に実施し、平成 30年 3月までに取りまとめを行う。本委
員会でまとめた成果は、廃棄物資源循環学会研究発表会での発表を予定している（発表形

式等の詳細は今後事務局と相談して決定）。
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３．検討の進め方等で委員より出された主な意見

・何年程度先を見据えた課題とするかは委員で共有する必要がある。直近の課題だけに捉

われないことが必要ではないか。

・バックキャスティングに基づく考え方の方がアプローチしやすいと考える。

・温故知新に基づく考え方も必要ではないか。振り返ると、その場その場で適切な選択が

できてきたかはわからない点がある。

・課題及び解決策については、全国一律ではできないものがあると考える。

・将来には分岐点が存在する。この分岐点について議論ができると興味深い。

・ドイツ等の海外の事例に目を向けることも重要ではないか。

・人口減少、高齢化、地方の問題は外せないと考える。

・発展途上国への貢献というテーマもあると考える。

・予測不能な世の中において、分岐点、シナリオをどのように設定していくかを整理・議

論したい。

・分岐点、シナリオ設定等において、各分野のロードマップ等を整理することが有効でな

いか。

・技術の海外移転にはコストの問題が必ず存在する。

以 上

第 2回中長期的課題検討委員会会議 議事録

日時：平成 29年 9月 7日(木) 9:15～10:45 
場所：東京工業大学大岡山キャンパス 西 9号館 3F W936号会議室
出席者：

(学会)島岡会長、森主査
(委員)後藤尚弘、篠靖夫、鈴木慎也、田崎智宏、中川和郎、中山伸吾、中山裕文、古木二郎、
寶正史樹、保延和義、丸山敏弘、宮川英樹

配布資料

・議事次第

・第 1回中長期的課題検討委員会会議 議事録（案）
・資料 1 各委員意見の集約
     別表 1 想定される社会の変化及び廃棄物資源循環分野における変化一覧
     別表 2 課題の整理
・資料 2 各委員提出資料
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１．議事

・挨拶（島岡会長、寶正委員、丸山委員）

・各委員意見集約結果の説明（森主査）

・意見交換（各委員）

・その他（次回委員会日程等）

２．議事概要

・各委員提出資料を基に、本委員会で取り上げる内容の方向性等について協議を行った。

・中長期の定義については、2050年頃（今後 30年程度）とする。
・レポートの内容は、別表 1 を意識しつつ各委員の得意分野、特に重要と考える分野とす
る。作成にあたっては、幅広い視点での執筆を心がけるとともに、人口問題（人口減少、

少子高齢化）を考慮した内容とする。海外の内容も必要に応じて触れる。

・全体とりまとめシートとして別表 1 を活用する。本日の協議内容を反映した別表１のエ
クセルファイルを後日各委員へ送付し、各委員より別表１に対して意見があれば、9 月 20
日までに事務局にメールで送る。意見を反映した内容を再送付する。

３．今後の会議日程、資料提出期限等

・本日の協議内容を踏まえ、各自でレポートを作成する。提出期限は平成 29年 10月 20日
（金）とする。

・レポートの体裁は、「廃棄物資源循環学会学会誌および論文執筆要領」に基づくものとし、

枚数は問わない。

・第 3回委員会は、平成 29年 10月 31日（火）午後 1時 30分～午後 4時（予定）に廃棄
物資源循環学会会議室で実施する。

・第 4回委員会（平成 29年 12月）の日程調整表への記入を行う。

４．委員より出された主な意見

「会長より」

・学会として、将来を見据えて本委員会を設置したところである。本委員会以外でも類似

した研究、討論は行われているが、本委員会として何が求められ、何を提案できるかにつ

いて検討していただきたい。

「委員より」

・課題の検討にあたっては、シナリオ設定が必要と考える。NIR 未来年表、生活総研未来
年表、JST未来技術年表などがあるため、参考にしてもらいたい。
・NIMBYについて、人の心は中長期先でも変わらないのではないかと考えた。それ以外は
変わるのではないかと考える。

・全体としてどのように整合を図るかについては意見集約が必要と考える。また、課題の
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中には人のものの見方が変化したり、科学技術の発展がなされたりといった、時間がかか

る事項があるため、本委員会で取り上げてはどうかと考える。さらに、所有する、シェア

リングするといった事項もあるため、廃棄物を扱う私たちはそこも見ながら対策を講じる

必要がある。

・廃棄物に係るグレーゾーンとして、現在滞納品の調査を行っている。人が亡くなると遺

品として突発的に発生する廃棄物がある。少子高齢化に伴い、このような滞納品は増加す

るものと考える。九州地方での地震でもそのようなことがあった。廃棄物処理のルートに

乗るものはよいが、乗らないもので放置されているものが多くあると考える。マイクロプ

ラスチックの問題など、きちんと問題として捉える必要があると考える。

・人口減少及び廃棄物対策の対処方法等を考える際に、それだけの視点だと新しい発想は

生まれないと考える。3点、4点程度の影響を設定すれば新しいアイデアも出てくるのでは
ないか。提出資料はその考えに基づいて作成している。

・日本は人口が減少すし、GDPも上昇しないと考える。この中で日本はどうなるのかと考
える場合、世界に出ていかないと仕事がなくなると考える。エネルギービジネスについて、

太陽光発電等の動脈産業は価格が落ちていくことが予想され、資源物の再生利用などとい

った需要が増えるものと考える。このことが日本に求められるのではないか。法律問題な

ども存在するが、学会の力を借りて世の中を動かしていけたらと考える。

・人口減少と少子高齢化が色々な事態を招くと考える。とりまとめにあたっては、分野を

ある程度絞るか、絞らない場合はきちんとまとめる方法を考慮する必要があると考える。

・別表 1 の縦軸はこのような構成でよいと考える。横軸については、上流、中流、下流な
どといった区分で整理してはどうか。中流については、例えばものの使い方、シェアリン

グなどが該当すると考える。

・近未来のシナリオについては、色々な人が色々なことを示している。どのように整理す

るかという時に、未来の市場規模を、人々のライフスタイル変化を想定してどのような市

場が産まれるかなどを分析したものを VALS 手法というが、動脈側、静脈側にこの考えと
別表 1の内容で整理すればよいのではないか。
・廃棄物分野の課題を抽出すると、少子高齢化、財政難への対応が必要と認識している。

2050年にどのような人口構成になり、どのような変化があるのかを考える必要がある。ま
た、人口構成とは別に、法律的な枠組みの中で、現状は廃棄物と分けて処理をしている下

水汚泥を合理的に処理する中で、お互いの有しているエネルギー、資源循環性を活かせる

のではないかと考える。技術面、社会制度としてどうかなどが考えられる。

・高齢者への対応が真っ先に出てくる。ステーション収集のため、マンションの上層階か

ら 1 階まで降りてくるのは大変そうに見える。委員の意見を聞く中で、ごみの中間処理施
設に係る規模が余剰と認識している。東京 23区は余剰ではないか。ごみ処理に係る一部事
務組合の枠組を超えての処理などができないか。また、災害廃棄物について、一般廃棄物

が減少しているとはいえ、台風、災害などで必ずごみが出てくる。木材、家財が焼却され
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る。その時の余裕として現在の焼却施設を活用するなど、総合的に考えていく必要がある

と考える。

・当社は 160 年の歴史を有しているが、なぜ自分の会社が成立しているかというと、状況
に合わせた対応をしているからではないかと考える。廃棄物問題でいうと、人口変化につ

いては 2050 年には都市部に 70％が集中する。このようなことを中心に考えていければよ
いと考える。公衆衛生から見たとりまとめも有効ではないか。想定される変化については、

優先される事項を選択してもよいのではないか。人口減少、都市部への人口集中、地方へ

のサービスなど、学会として考えられないか。その次の問題としては放射性廃棄物への対

応があると考える。

以 上

第 3回中長期的課題検討委員会会議 議事録

日時：平成 29年 10月 31日(火) 13:30～15:45 
場所：廃棄物資源循環学会 会議室

出席者（敬称略、順不同）：

(学会)森主査、早田事務局長（オブザーバー）
(委員)後藤尚弘、篠靖夫、鈴木慎也、田崎智宏、中川和郎、中山伸吾、中山裕文、古木二郎、
寶正史樹、保延和義、丸山敏弘

(欠席)島岡会長、宮川英樹

配布資料

・議事次第

・第 2回中長期的課題検討委員会会議 議事録（案）
・資料 1 各委員レポート
・資料 2 各委員レポートまとめ
・資料 3 課題及び検討事項
・日程調整表

１．議事

・挨拶（森主査）

・レポートの概要説明（各委員）

・意見交換（各委員）

・その他（次回委員会日程等）
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２．議事概要

・各委員より、作成したレポートの概要説明を行った。

・本委員会としてのまとめ方について協議した。

３．まとめ方に関する方向性

・検討結果を配信する対象者は、一般向けではなく、学会会員向けとする。

・国や学会への働きかけというレベルまでは本委員会では求めない。学会向けの提言を行

う。

・まとめの前半は、「１．想定される社会の変化」、「２．廃棄物資源循環分野における変化」、

「３．目指す方向性」について、5 点～10 点程度の分野で整理する。まとめの後半は、各
委員のレポートを添付する形式とする（枚数が多くならない程度、箇条書き等で整理）。

・人口減少、人口構成の変化は、前提条件として委員内で共通認識を持つ。

・対象とすべき課題は重苦しいものが多いが、最終報告書においては理想的な将来像を示

す等、明るい展望が伝わる内容とするよう配慮する。

・学会としての成果であるため、根拠データを資料編に入れ込むなど、「思い」だけとなら

ないよう配慮する。

・本委員会のまとめが、今後のさらなる検討に繋がるような構成とする。

・本委員会の最終的なまとめは平成 30年 3月までに行う。

４．今後の会議日程、資料提出期限等

・本日の協議内容を踏まえ、「１．想定される社会の変化」、「２．廃棄物資源循環分野にお

ける変化」、「３．目指す方向性」について、各自で資料を作成する。記入様式は事務局で

作成する。提出期限は平成 29年 11月 30日（木）とする。
・第 4回委員会は、平成 29年 12月 13日（水）午後 1時 30分～午後 3時 30分（予定）
に廃棄物資源循環学会会議室で実施する。

・状況に応じ、最終的なまとめに関する委員会（第 5回）を平成 30年 3月までに開催する。

５．各委員作成のレポート説明概要

①後藤委員

・人口減少により廃棄物自体が減少すると思われるが、固定費が変わらなければ処理費は

変わらないなどの想定を記載している。

・特に中山間地で廃棄物収集が難しいところでは他のビジネスとの融合が考えられる。

・法律の枠組みを変えることでどのようなサービスが可能であるのかを考える必要がある。

・新技術を取り込んでいかないと現在のようなごみ処理サービスは維持できないと考えて

いる。
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②篠委員

・大枠として対策を講じる必要な事項について、実施しなければ時間ばかりが流れてしま

うことを危惧している。

・個々の要素がある中において、全体の最適解を求めるためにどのようにしたらよいかを

考える必要がある。

・行政が行うべき仕事がある中において、学会はどのように関わるのかが課題と考える。

・災害対策は外せないと考える。

・環境問題全体は日本だけではなく世界に繋がっており、例えば漂流ごみ等については世

界的に対策を講じる必要がある。そのようなことを踏まえ、学会としてやるべきことがあ

ると考える。

③鈴木委員

・委員会のまとめとして、想定される課題が災害対策や少子高齢化等といった暗いイメー

ジの事項がある中において、未来志向の明るい内容にできれば良いと考える。

・30年後や 50年後を想定することは必要であるが、私たちが考える理想的な社会像を具体
的に 3例程度提示できればよいと考える。SDGsに関係する事項、高齢者の人が安心して暮
らせる社会、災害に対して強い社会など、具体的なイメージが涌くものを取り上げてはど

うか。

・初めにビジョンを示し、課題の提示、課題を解決するためのロードマップを描くような

ストーリーが良いのではないか。

④田崎委員

・基本的には学会から報告するものであり、客観的なデータに基づいているかが重要であ

るため、資料編等で整理する必要がある。例えば、世界の人口変化で 2030年までは日本が
一番最も減少するという情報がある。その対応のため、日本は国際的に先んじて問題に対

応して世界に発信していくべきなどといった事項である。

・単純に一対一対応でない事項をどのように全体最適化するのか、どのように見せていく

かが重要になる。

・まとめ方としては、前回委員会で未来年表という議論があった。アピールとして分かり

やすいと考え、例を作成した。

・達成目標を入れ込み、内容を明るくしバランスを取る中において、課題を解決していき

どのように目標を達成していくのかを記載するかが重要と考える。

⑤中川委員

・高齢者のごみ出し支援をテーマとした。65 歳以上の超高齢化社会を迎える中で、ごみ出
し支援をいかに実施していくかについての問題意識がある。

・重度な要介護状態になっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続け

ることができるような、医療、介護、予防、住まい、生活支援が一体的に提供される地域

包括ケアシステムをより有効に機能させていく仕組みが必要である。
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・その状況下でごみ出し支援も地域包括ケアシステムに組み入れ、より円滑な支援体制を

構築させていく必要がある。

・高齢化による負の側面だけではなく、高齢者をごみ問題解決の担い手に活用することに

より、高齢者自身が幸せを享受できることが重要と考える。

⑥中山（伸）委員

・30年後のごみ処理システム全般として幾つか考えられる中、一つのパターンを作成した。
今後はこの辺りを考慮しながらロードマップを作成したらどうかという提案である。

・課題等を整理すると、プラスの要因、マイナスの要因があると考えられる。これらを組

合せ、全体としてプラスの方向へ導ければと考える。

・人口減少、高齢化社会、ごみ量、ごみ質、ごみの出し方について変化していくことにつ

いては仕方がなく、それを技術や制度でカバーできないかという考えがある。

・分別区分については、処理技術を活用し区分数を減らし収集運搬費用を削減することで、

限られた税金の有効活用、高齢者対策の充実、ごみ屋敷の減少が期待できると考える。

・法律に関しては、将来のシステム化に障害となる法令等があれば、学会の力を借りて新

たな法律等を制定できないかと考える。

⑦中山（裕）委員

・廃棄物処理事業と経済的な波及効果という面で、今後どのような事が必要かということ

を記載している。

・人口減少と税収の減少で、今後、廃棄物処理のインフラに対して投資が継続的にできる

のか、今と同等のサービスの継続ができるかという課題がある。それと共に、民間の分野

においても既得権益保護や昔からの収集範囲の固定的な取扱い等が廃棄物業界の阻害要因

となっており、経済的な効率性を高める事が難しいのではないかということを最初に指摘

している。

・一般の事業であれば付加価値を高めていくのが目的となるが、廃棄物処理分野において

は負債となっているものをゼロに戻していくということが重要な研究課題である。例えば

排出できない最終処分場の問題や、不法投棄、不適正処分、東日本大震災の放射性廃棄物

の問題等がある。

・日々発生するごみを適切に処理していく現在のサービスレベルの維持ということもある

が、同時に突発的に大量に発生する災害廃棄物への対応ということもある。災害に対して

は、国全体として道路などのインフラも含めたレジリエンスをどう高めるかなどと連携し

た議論が無く、その辺りの議論が必要と考える。

・廃棄物分野において、どのような場面で、どのようなセンサー、ビッグデータ、AI が必
要かということを掲示していく必要があると考える。

⑧寳正委員

・3つのテーマとして「人口変化とその影響」、「地方衰退、財政赤字等に関する事項」、「資
源価格の上昇」を取り上げた。
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・民間活用による合理化について、一つには自動車等の電化が進む中で、その施設に行け

ば無料で充電が受けられることや、寒冷地であれば熱の利用といったことがよりやりやす

い形で地域に根差して行けばNIMBYからの脱却につながる可能性がある。
・さらに一般廃棄物、産業廃棄物という枠組みを流動的にして民間が参入しやすい形にす

れば、より合理化が図られる可能性が高いと考える。

・最近はリンの問題が国内で議論され始めており、人口が増加する中で食糧需要の増加に

対応するための肥料のニーズは持続または高まると考える。日本はリンを 100％輸入に依存
おり、EU等のようにリンの価値高め回収技術を高めることに可能性があるのはないか。
・日本は鉄、非鉄などの面で、インフラ的には整っており、世界中どこでもできる資源循

環ではなく、日本独自の技術を展開できる期待感を持っている。

⑨保延委員

・現在私が従事している廃棄物処理を含めた再生可能エネルギーという切り口で作成して

いる。

・水力、風力という再生可能エネルギーはあるが、今後魅力的と考えているのが太陽光パ

ネルの低価格化が進んでおり、発電原価が低下すると考えられる点である。

・再生可能エネルギーがドイツのシュタットベルケに倣い地域の地産地消のエネルギーレ

ベルに変わると考え、発電、蓄電、送電のコードグリッドが基本的には今後技術開発に必

要と考えている。

・このような問題に対しては、経済産業省、国土交通省、環境省が歩み寄る必要があると

考えるが壁が高い。そこで、学会の力を借りて横串を入れ如何に効率よく日本の電力エネ

ルギーを生み出せるかに期待している。

・海外に目を向けるとインド、中国、東南アジアといった人口増加が考えられる国は、資

源の枯渇、電力不足が出てくると考えられ、日本の技術を適用できるのではないか。

・エネルギー需要の今後の見通し、2030年、2050年の状況、COP21によるパリ協定を達
成していくためにも、日本が世界に向けた発信ができると考える。

⑩丸山委員

・想定する事項として、人口の変化、IoT、ビッグデータ、人工知能、ロボット技術といっ
たものの進化を中心に取り上げている。

・中長期の課題として、「災害対策、南海トラフ大地震や首都直下型地震への備え」と「施

設の多機能化（災害時の災害避難所、拠点、備蓄）」という切り口で記載している。

・長期的な課題としては、災害の予測技術はこれから進展していくと考えられる中で、長

期的な対策として検討すべき事項として、予測技術の高度化・精度向上や、これまでの経

験をデータベース化しリサイクル用途などに活用することを記載している。

・多機能化の留意点として、施設更新となると我々は耐震化やシステムの機能向上など冗

長性、代替性及び粘り強さなどに行きがちであるが多機能化という事で提案したい。

以 上
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第 4回中長期的課題検討委員会会議 議事録

日時：平成 29年 12月 13日(水) 13:30～15:50 
場所：廃棄物資源循環学会 会議室

出席者（敬称略、順不同）：

(学会)島岡会長、森主査
(委員)後藤尚弘、篠靖夫、田崎智宏、中川和郎、中山伸吾、中山裕文、古木二郎、寶正史樹、
保延和義、丸山敏弘、宮川英樹

(欠席)鈴木慎也

配布資料

・議事次第

・第 3回中長期的課題検討委員会会議 議事録（案）
・資料 1 報告書構成案
・資料 2 各委員レポートまとめ

１．議事

・挨拶（島岡会長）

・議事録確認（森主査）

・報告書構成案について（森主査）

・レポートの概要説明（各委員）

・意見交換（各委員）

・その他（次回委員会日程等）

２．議事概要

・主査より、報告書構成案の説明を行い了承された。

・各委員より、レポートの概要説明を行った。

３．まとめ方に関する方向性

・報告書構成は、本日の資料を基にすることで了承された。

・成果は、報告書で取りまとめるほか、廃棄物資源循環学会誌の特集に掲載する方向とす

る。学会誌への掲載時期等については、学会事務局及び編集委員会と調整する。

・学会事務局より廃棄物資源循環学会研究発表会における発表を要請されているが、当面

は報告書等のとりまとめを優先させる。
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・報告書は、平成 30年 4月完成を目標とする。予算の関係で PDFファイルが成果となる。
・報告書には、参考文献を入れることを徹底する。

４．今後の会議日程、資料提出期限等

・資料 1（報告書構成案）については、各委員で内容を確認し、気づいた点があれば電子メ
ール（全員返信）で連絡する。

・第 5回委員会（最終委員会）は、平成 30年 4月（予定）に廃棄物資源循環学会会議室で
実施する。今後日程調整を行う。

[今後のスケジュール] 
・平成 30年 2月：各委員作成資料に係る根拠データ提出締切
・平成 30年 3月：各委員の論文提出締切
・平成 30年 4月：各委員の論文集約、第 5回委員会、報告書完成
・平成 30年 6月 1日（金）：平成 30年度（一社）廃棄物資源循環学会定時社員総会

５．廃棄物資源循環学会誌への掲載について

・学会誌は、毎年奇数月に発行される（年 6回）。
・現在の編集委員長は、東北大学吉岡教授である。

・初めに、特集記事の企画を A4版 1枚程度に取りまとめ編集委員会へ提出し、了承を得る
必要がある。

・現時点で、2018 年の No1（H30.1 発行）、No2（H30.3 発行）の特集内容は決定してい
る。No1（H30.1発行）は、H29.9末に執筆者へ依頼したとのことである。
・原稿締切は、2か月前となる。
・以上より、本報告書の特集記事が掲載されるとすれば No4（H30.7 発行）以降が想定さ
れる。

・特集記事は、40頁程度割り当てられる。
・今回の場合、資料 1 相当の全体整理があり、その後に個別論文がくる構成のため、個別
論文は 1人あたり 2～3頁程度と想定される。

６．各委員作成のレポート説明概要

①後藤委員

・前回委員会で記載した構成を指定様式に当てはめている。

・人口や人口構成などといった公の変化は、本日の資料 1 で詳細に書かれているため、個
別のレポートは技術に特化して記載できればと考えている。

・ICTに興味があるため、この分野を中心に技術的な内容を記載したい。
・執筆枚数は、全体配分に応じて対応させていただく。

②篠委員
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・前半は学会に直接関係する事項を、後半は学会の専門性を活かして他団体等と連携・協

力する事項を記載している。

・背景に入れられていないのは、人の価値観、倫理についてである。この事項も重要と考

えている。

・廃棄物行政においては、住民への対応が重要である。技術的な議論が共有できない面が

ある。この問題を解決しないと先へは進めないと考える。なお、例えば建設後 10年も経過
すれば周辺住民は支援してくれる。

・学会として、客観的な立場から必要な安全情報等を提供していただきたい。

③田崎委員

・全体構成は、資料 1のイメージに近いと考えている。
④中川委員

・高齢者のごみ出し支援について、事例紹介を含めて記載している。

・ごみ出し支援制度には、自治体が直接収集する直接支援型と、自治体が自治会やNPO等
の支援団体に対して金銭的に支援するコミュニティ支援型がある。

・今後の高齢者のごみ出し支援の体制として、地域包括ケアシステムが挙げられる。この

システムにより、直接支援型とコミュニティ支援型を包括的に運用することが可能になる。

・この実現に向けては、自治会、社会福祉法人、NPO法人、任意団体などとの連携を強化
していくことが求められる。

⑤中山（伸）委員

・中長期的な展望において、人口減少、超高齢化、財政悪化、民間活用、技術の変化、法

制度の変化を考慮した中長期的廃棄物処理システム構築について整理した。

・これらのプラス要素とマイナス要素を組み合わせることにより、新しいシステム構築が

可能と考える。

・システムは、都市と地方で変えるなど、地域特性を考慮して構築することが望ましい。

⑥中山（裕）委員

・国が掲げる成長戦略の一つである「サプライチェーンの次世代化」に関連して、付加価

値を高めるような仕組みをどう構築していくかが課題である。付加価値を高めるための製

品設計のコストダウンの話がある。

・リサイクル性能、環境性能、設計期間の短縮化など、製品の競争力を高めることが廃棄

物分野でも必要と考える。

・自治体の財政悪化に関しては、人口減少地域の廃棄物処理システムにどう投資するかが

重要と考える。

・民間主導での広域化処理に関し、市民受容性拡大のための研究が必要と考える。どのよ

うなアプローチであれば市民の不安を取り除き安心感を教示できるかが重要と考える。

・収集業者に関し、既得権益が固まっている中でどう打破していくか。効率的な広域化を

進めていくか。アンタッチャブル分野への踏み込みも重要と考える。
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・災害への対応に関しては、レジリエンスを向上させる各項目に関する議論がさらに必要

と考える。土木、建築、交通分野等とのプロジェクト型研究が必要と考える。

・どのようにビッグデータを構築し、どのように AIを活用するかを提示する必要がある。
・その他については、次世代に負の遺産を引き継がないということがある。廃止できない

最終処分場をどうするかなどが重要になると考える。新しい技術ではないが今後も重要と

考える。

⑦古木委員

・脱炭素社会における資源循環・廃棄物処理システムの研究について、廃棄物分野からの

二酸化炭素排出量が 2.4％とのことであるが、環境省の「長期低炭素ビジョン」に掲げた施
設整備、政策実施により、どの程度の温室効果ガス削減効果があるのかが疑問であるとの

話が社内であった。

・廃棄物処理分野における SDGs 関係は、既に取り組みが行われている事項があるため、
それを今後発展できるような内容としていく必要がある。

・ICT活用に関しては、様々な分野の技術者から意見を得ながらまとめていく予定である。
・海外展開に向けては、まず、対象地域においてどのようなごみがどの程度排出されてい

るかの情報がないため、FS調査においてもそこの基礎データ収集から開始するとのことで
ある。学会等でこれらのデータベースがあればこの地域にはこれが適しているとの提案が

可能と考える。採用する技術は決して日本ベースではなく、地域に則した技術が適用でき

ればよいと考える。

・学会を活用し、他国の学識者と連携して組成分析ができればよいと考える。

⑧寳正委員

・超高齢化、過疎化地域に必要なごみ回収システムのあり方に関しては、戸別回収への対

応やごみ量情報等に基づく回収サービス、異業種からの回収事業への参入推進等が考えら

れる。

・持続的廃棄物処理・資源循環システムの合理化に向けた地域と廃棄物処理施設の価値共

有に関しては、PIMBYへの転換、エネルギーの有効利用、住民や地域産業へ還元できる取
り組み、電気自動車の充電、流通業への熱源の供給等が考えられる。

・資源循環技術の開発と展開に関しては、資源価格や資源価値の変化、需給バランスの変

化を考慮しながら、既にある技術を含めて低コスト化し、循環型へ向かいながらコストを

下げていくことが必要と考える。

・海外については、食料やエネルギー需要が増えてくる中でどう廃棄物を処理していくこ

とが重要と考える。国内においては資源循環に係るインフラは整備されていると考えるた

め、世界へ発信していくことはどうか。

⑨保延委員

・日本では人口は減少するが、世界では増加することとなり、資源や電気エネルギー枯渇

の問題が生じると考える。
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・まずは資源としてリサイクルを行い、資源としてリサイクルできないものがあれば熱エ

ネルギーとして回収することが必要と考える。

・次世代においては、資源を大事にするビジネスが生まれてくると考える。

⑩丸山委員

・特に、災害対応に関し、予測技術の向上、施設を防災の観点で多機能化することについ

て記載予定である。

・目指す方向性として、廃棄物処理システムの高度化（多機能化）としているが、システ

ムを一つとらえて災害時の防災拠点等を記載予定である。

・価値観やライフサイクルの変化に合わせた施設機能の向上について、更新のしやすさ、

AIや ICTを活用した合理的な管理等を記載予定である。
⑪宮川委員

・自治体の廃棄物サービスは、コストを抑えて管理する必要がある。また、現場における

担い手不足に対応するため民間力が必要と考える。

・民間企業の廃棄物処理において、IoT技術を使用した廃棄物の半自動分別システム開発が
進んでいる。この作業環境を生かせば高齢者の雇用が可能になると考える。

・施設整備を検討する場合、対象とする資源物があっての施設整備が必要である。広域的

に運用している事例もある。

以 上
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