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２．１　第１回研究会
　「廃棄物関連計画の実態と今後の展望」　　　　　　　　　　 　 　　石井　一英(北海道大学大学院)
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２．２　第２回研究会    
２．２．１「計画部会レビューを踏まえた残された課題」　　     　臼井　直人(㈱エックス都市研究所)
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２．２．２　「計画部会レビューを踏まえた今後の課題」　    　　　松島　祐樹(㈱エックス都市研究所)
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２．３　第５回研究会
「廃棄物系バイオマスを活用した中小自治体における戦略」　         　石井　一英(北海道大学大学院)
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２．４　関西グループ第１回勉強会
　　「SDGsに寄与する廃棄物計画のあり方について」　　　　　上田　晴香(㈱エックス都市研究所)
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２．５　関西グループ第２回勉強会
２．５．１　「ごみ焼却過去、現在、未来」　　　　　   　　 　        浦邊　真郞(㈱エックス都市研究所)
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２．５．２　地域循環共生圏での廃棄物の一体的な処理について」   　    　　　戸崎　正裕(㈱タクマ)
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３．研究報告 

３．１ 八王子市の廃棄物政策の転換―大量廃棄から省資源化へ― 

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 大の地方公共団体である。

明治期から戦前期（1945 年（昭和 20 年）までの繊維業を中心に発展した産業振

興期での廃棄物の増加、戦後期（1945 年（昭和 20 年））以降の東京のベッドタウ

ン化による人口急増期での廃棄物排出量が急増したことにより、大量の廃棄物を

いかに処理していくかが求められていた。そして、清掃工場を中心にした中間処

理施設の確保、 終処分場の確保などに追われていた。 

また平成に入ってから、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「廃棄物処

理法」とする。）の大改正、と再生資源の利用の促進に関する法律（以下「再生利

用促進法」とする。）の制定により、八王子市も大量廃棄から省資源化へと廃棄

物政策の転換をするようになった。  

そこで、本稿では、八王子市の廃棄物行政での大量廃棄から省資源化に転換し

た事例を取り上げ、循環型社会にふさわしい廃棄物政策とは何かを論じていく。 

 

１．大量消費社会での廃棄物政策 

第二次世界大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、オート三輪者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

回のごみ収集箱と週２回の厨芥収集だった収集形態を、一部市域で出すボック

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

全市域混合収集の切り替えを完了した。この間、1972 年（昭和 47 年）１月には

不燃ごみ収集業務の一部を民間委託とし、1976 年（昭和 51 年）４月に不燃ごみ

収集業務の民間業者へ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（24

ｔ/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
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1973 年度（昭和 48 年度）には北西部の戸吹町に清掃工場（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、北野清掃事業所構内に 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/５h）を 1972 年度（昭和 47 年度）に新設した。その後、1982 年（昭和 57 年）

４月に新しい最終処分場（戸吹町）での埋立を開始したことに伴い廃止した。 

最終処分場については、当時の羽村町、瑞穂町の砂利採掘場跡地にごみを処分して

いた。しかし、1975 年（昭和 50 年）に羽村・瑞穂両町の砂利穴へのごみ投棄に反対する

住民運動が起き、1976 年（昭和 51 年）６月に羽村・瑞穂両町住民による砂利穴への廃棄

物投棄即時差し止めの申請に対する東京地裁八王子支部の仮処分決定が出た。これを

受けて八王子市では 1975 年度（昭和 50 年度）から自区内処理の方針で最終処分場候

補地の選定に入っており、即時止し止め申請の出た直後の５月から砂利穴へのごみの埋

立をしておらず、今後両町にごみ投棄をしないということで 1976 年（昭和 51 年）６月 22 日

にいち早く和解した。しかし、自区内処理に向けた八王子市内の最終処分場の候補地

選定は困難を極めた。八王子市石川町の都有地及び民有地約 19,000 ㎡を候補地に挙

げ、地元住民と話し合いを続け、1977 年（昭和 52 年）２月 22 日に基本的な合意に達した。

この間、市は反対派住民との間でゴミ最終処分場対策協議会を設置して話を進めてきた

が、1977 年（昭和 52 年）１月 26 日の協議会で住民側は、生活環境整備の他、ごみ収集

車は通学路を通らない、悪臭がひどい場合は市のほうで対策を講じるなどの条件をつけ、

これらの点を協議会で煮詰めていくことで同意した。そして、1977 年（昭和 52 年）７月に石

川町（埋立容量約 100,000  ）に開設し、多摩地域で初の自区内処理用の処分場となっ

た。埋立容量の関係から３年間だけのごみ処分が可能であり、1980 年（昭和 55 年）５月で

埋立が完了した。また、1979 年（昭和 54 年）には、戸吹町に新しい最終処分場の建設を

計画し、1980 年度（昭和 55 年度）から 2 カ年継続事業で、939,300  の埋立が可能な最

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、最 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
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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については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市で構成する一部事務組合の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。 

 
２．大量廃棄から省資源化への転換 

平成に入り、地球環境の保全や資源の有効活用が、世界的なテーマになり、こ

れまでのように出されたごみをそのまま処理するという考え方を大きく転換し、

排出の段階から資源になるものを分別し、ごみの減量化と資源化を図っていくこ

とが要請されてくるようになった。これを受けて、1991 年（平成３年）に廃棄物

処理法の大改正と再生利用促進法が制定され、改正された廃棄物処理法の条文に

は、廃棄物排出抑制が明記されるなど、制度的には大量廃棄から省資源化への道

に舵を切ることになった。  

八王子市でも、ごみの減量化と資源化をどのように実現していくかを、市民の

立場で検討していくために、1991 年（平成３年）11 月に八王子市ごみ市民会議が

発足した。1991 年（平成３年）11 月 25 日の第１回会議から 1992 年（平成４年）

11 月 17 日までの約１年間に、全体会議を 11 回、「資源分別回収」、「資源集団

回収」、「事業系ごみ」の３つに分かれた部会を延べ 23 回にわたり開催して討議

を重ねた。その他、この提言を取りまとめるための起草委員会を各部会、並びに

全体会を併せて述べ６回にわたり行った。前半の会議では、主として八王子市の

清掃事業の現状把握をし、八王子市及び他自治体の中間処理施設などの見学を行

った。1992 年（平成４年）４月から各部会に分かれ、それぞれの立場で率直な意

見交換をし、1992 年（平成４年）７月に各部会内の意見を取りまとめた中間報告

を行い、その内容をもとに八王子市における市民、事業者、行政が、それぞれに

実行可能な減量化・資源化のシステムについて討議を重ねた１）。  

そして、以上のことを受けて、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」（以下、「八王

子市廃棄物処理条例」とする。）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
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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る回収を開始した。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。  
 

３．家庭ごみ有料化の実施 

終処分場の逼迫、清掃工場の建て替えなどの困難性などの問題に直面する中、

ごみの減量化や再資源化を推進するために、1993 年（平成５年）12 月 26 日に八

王子市廃棄物減量・再利用推進審議会を設置した。  
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。市内の 終処分場が予定より２

年余り早く満杯状態となり、市内から排出された焼却灰と不燃残渣は、1998 年（平

成 10 年）から日の出町の二ツ塚処分場に搬入するようになった。しかし、増え

続けるごみ量のために、広域処分組合に入っている自治体に対する搬入割当量の

厳守が求められるなど、ごみ処理を巡る環境は年々厳しい状況になっていた。ま

た、ごみ量の増大に伴って、ごみ処理に係る経費や老朽化した清掃工場などの施

設更新の経費なども増大していた。1993 年（平成５年）４月に、それまでの八王

子市清掃条例から、リサイクルの理念を盛り込んだ内容を骨子にした、八王子市

廃棄物処理条例に全面改正するとともに、集団回収事業に対する補助事業の推進

に加え、新たなごみの減量対策として、資源物の分別収集事業に取り組んだ。し

かし、1994 年度（平成６年度）から実施された古紙、瓶の分別収集事業の実績の

推移をみると、市民の協力度も伸び悩んでいる状況であり、さらに不法投棄や可

燃ごみと不燃ごみの混在、ごみと資源物の不徹底などの問題も山積みになってい

た。八王子市廃棄物処理条例に謳われた人類と環境が調和したリサイクル推進都

市を実現するためには、市民、事業者、行政の新たな役割分担が求められるよう

になった２）。 

こうした状況を踏まえ、1994 年（平成６年）に市長から八王子市廃棄物減量・

再利用推進審議会へ「収集ごみの有料化について」との諮問を受けた。廃棄物減

量・再利用推進審議会では、諮問を受けた後、専門部会を設けるなどして誠意審

議を重ねた。ただ単に有料化の実施を前提とした議論ではなく、有料化がごみ減

量に果たす効果を含めた是非論にまで踏み込んで議論を重ねた３）。1995 年（平

成７年）６月５日に中間答申を市長に提出した。 終答申は、1997 年（平成９年）

80



６月であった。  
結果的に、廃棄物減量・再利用推進審議会でのごみ有料化についての審議期間

は、諮問から３年余り要した。開催期間は 42 ヶ月、開催回数も 18 回であった。

開催期間が長期にわたったのは、廃棄物減量・再利用推進審議会の下に専門部会

を２つ立ち上げ、指定袋制度のモデル地区実験などを実施したことにより、部会

の開催も 14 回に及んだ。有料化の是非をはじめ、減量の受け皿整備、不法投棄

対策、手数料収入の使途、公平で効率的な制度設計などについて、突っ込んだ議

論が展開された４）。  
主な答申内容については、「家庭から排出されるごみの減量を図るためには、ご

み収集専用の指定袋制度を導入することが、現状において も効果的な手法であ

ると判断し」とし、「市民は、自らが排出するごみの量に応じてその収集処理経費

等の一部を負担することが適当であり、その経費は指定袋の購入代金として徴収

する方法を採用することが望ましい」というものであった。すなわち、ごみ有料

化の実施に向けての答申であった５）。  
しかし、実際に八王子市が有料化を実施するまでには、７年半の歳月を要した。

市は答申を受けて、庁内で有料化を検討したが、まだ実施する態勢は整っていな

いと判断し、八王子市廃棄物処理条例改正の準備作業には入らなかった。理由は、

有料化に伴う減量の受け皿としての資源物収集制度が、特に不燃物について十分

に整備されていないことにあった６）。  
資源物回収システムの整備として、1998 年（平成 10 年）に缶分別収集の全市

拡大、古布回収の開始、ペットボトル拠点回収の全市拡大、2000 年（平成 12 年）

には容器包装プラスチックの一部地域モデル収集を実施した。2001 年２月に廃棄

物減量・再利用推進審議会は「プラスチックごみの減量とリサイクルについて」

答申書を取りまとめ、市長に提出した。この答申書は、有料化についての諮問を

受けたのではないが、プラスチックごみをはじめとするごみ全体の減量を推進す

る観点から、有料化の提言で締めくくられている７）。  
この答申を受けて、市の担当部局はごみ有料化の検討を本格的に開始した。

2003 年（平成 15 年）７月には、市長が廃棄物減量・再利用推進審議会に「ごみ

の発生抑制について」を諮問した。審議会でごみ有料化の制度設計に市民、事業

者などの意見を反映させることにした。2003 年（平成 15 年）６月に、当時の黒

須隆一市長が 2004 年（平成 16 年）秋を目標にごみの有料化を実施すると表明し、

同年９月に有料化・戸別収集・資源回収の拡充の３本柱を中心に据えたごみ有料

化計画を発表した。2004 年（平成 16 年）３月にごみ有料化による八王子市廃棄

物処理条例が改正され、有料化の導入が決定した８）。  
2004 年（平成 16 年）10 月に指定収集袋制度によるごみの有料化を実施した。

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
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当時、家庭ごみの有料化は人口 50 万人以上の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。  
事業系ごみについては許可業者との処理契約によることが原則であるが、少量

排出事業者については多摩地域の他のごみ有料化を実施している地方公共団体同

様に（注１）、一定条件のもとで市が収集する。八王子市の場合は、行政回収を希

望する事業者が八王子商工会議所に登録をして、その際にごみ種やごみ排出場所

などの情報を記入した書類を提出する。事業者の情報は商工会議所から市に書面

で送られ、市から収集委託業者に情報提供されて、収集業務に活用される。登録

を完了した少量排出事業者は、商工会議所で容量 20 リットルの事業系専用指定

袋（１枚 130 円）を購入し、これを用いて市のほうで回収をすることができるが、

１回の収集につき可燃・不燃ごみとも２袋までとされている９）。この仕組みを構

築したのは、八王子市職員労働組合が積極的に八王子商工会議所に働きかけ、協

力を取り付け、これを素案に市職員労働組合のほうから市当局に提案し、市も組

合の提案を受け入れて、少量排出事業者を対象にした行政回収による有料化を実

現することができたのである 10）。  
ごみ有料化の実施には、清掃業務の技能労務職員の協力が欠かせない。という

のは、2003 年（平成 15 年）９月に家庭ごみの有料化について市職員労働組合と

の協議もなくプレス発表をしたため、当初、組合は反対の姿勢を示していた。そ

の後、組合は市当局との間で清掃事業あり方検討会を立ち上げ、労働条件と政策

協議との二本柱で交渉し、職員の働き方やあるべき姿についての議論を何度も積

み重ねた。そして、市職員労働組合による市民アンケートの実施し、地域実態を

把握した技能労務職員による市民への説明もした。その結果、組合側が委託の力

を借りずに技能労務職員独自で戸別収集を行う意思を示し、戸別収集での清掃業

務を実施した。そこには、述べ 1,721 回（注２）にわたる地区説明会や土・日曜

日に戸別収集の対象となる住宅へ１軒ずつ訪問し、ごみ出しする位置を確認して

収集場所の地図に落とし込み、併せて、市民への趣旨説明をしていく地道な作業

を遂行した 11）。そして、技能労務職員は自分たちの仕事の重要性を知るきっか

けにもなった。というのは、現場の職員が市民からの苦情や質問に対して、その

場で答えていくことで、市民との関係性を築き上げられ、現場の職員の自信やや

りがいにつながった。このことで、単なる収集作業だけでなく、市民とのコミュ

ニケーションがとることができる職員になった。有料化・戸別収集の実施に合わ

せて、現場職員全員に現場での、ごみや資源物の分別・指導・助言が与えられた。

市の組織としても、現場主義の体制が整えられた。現場の清掃職員が住民サービ
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スを考えて、しっかりと関わっていくことで、市民への理解につながる。単に技

能労務職員の人員削減をすればいいという、市側の考え方も薄れた。そして、有

料化・戸別収集の実施に合わせて、ごみ総合センターが設置された。平成 19 年

10 月に設置した、粗大ごみ受付センターを母体にした「ごみに関する相談センタ

ー」を中心として清掃工場・中間処理施設及び清掃事業所等を再構築し、現場主

義に基づく八王子市の廃棄物政策を実現するための施策展開を遂行した 12）。す

なわち、ごみ総合センターは、従来の粗大ごみ受付センター、清掃事業所及び清

掃工場との調整機能を持ち、ごみに関する総合的な相談・対応窓口としての役目

を果たすようになった。そして、ごみ総合センターは課に位置付けられたことも

あって、住民ニーズに対応した公共サービスを提供し住民満足度を向上させてい

る 13）。有料化・戸別収集の実績が評価されて、高齢者単身世帯宅の安否確認を

兼ねたふれあい収集が 2006 年（平成８年）７月より実施された。  
2003 年度（平成 15 年度）とごみ有料化実施後の 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月から二ツ塚処分場の敷

地内にある、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４清掃工場体制から市内３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、2004 年度（平成 16 年度）に 16,275t であった埋立処分

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、「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）（以下「循環型
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都市八王子プラン」とする。）」では、2011 年（平成 23 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、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。  

循環型都市八王子プランの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 14）。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、事業者と協力しながら推進していく必要がある。  
 
４．清掃工場の集約 

市内には、北野清掃工場（処理能力 100t /日、1994 年 10 月稼働）、戸吹清掃工

場（処理能力 300t /日＝100t×３炉、1998 年４月稼働）、館清掃工場（処理能力

150t /日、1981 年４月稼働）、町田市、多摩市との一部事務組合（多摩ニュータ

ウン環境衛生組合）で運用する多摩清掃工場（市外、多摩市唐木田）の合計４工

場で処理されていた。  
2007 年３月策定の八王子市ごみ処理基本計画では、発電効率の高い多摩清掃工

場の積極的活用により、従来の４ヶ所の清掃工場のうち１ヶ所の清掃工場を縮減

することにより、100 億円を超える清掃工場の建設経費及びランニングコスト等

を削減できるだけではなく、清掃工場から排出される二酸化炭素をはじめとする

排ガス量が減り、環境負荷の低減を図ることができると記されている 15）。  
ごみ有料化の実施により、家庭系と事業系のごみ減量・資源化の取り組んだ結

果、焼却ごみ量は家庭ごみ有料化前年比で４万 t 近く減量した。これにより、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、年間焼却量約

２ .8 万 t の館清掃工場を停止することができた。その跡地に老朽化した北野清掃

工場の代替工場を建設し、その数年後には耐用年数が満了する戸吹清掃工場の建

て替えが控えている。山谷修作は、館清掃工場の停止による工場体制縮減のみに

限定して、有料化が導入されないで、ごみが減量しなかったと仮定して４工場体

制のままで館清掃工場が建て替えられた場合、100 億円程度の建設費を想定して

いる。これに館清掃工場の経費実績から年間６億円程度、耐用年数期間に約 150
億円の運転・維持管理が見込まれる。しかし、事業手法に PFI（注３）や DBO
（注４）など効率的な長期包括契約方式を導入すれば、建設・維持管理費の総額

を 200 億円程度で抑えることが可能になり、将来にわたり 200 億円以上の中間処
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理費削減効果をもたらすものと試算している 16）。  
 

おわりに 

八王子市は、新たな技能労務職の新規採用を実施した。従来までの単純作業中

心の技能労務職と相違し、働き方の変わった高い付加価値をもたらす新たな技能

労務職を設定して、そこに新規採用するという考え方である 17）。具体的には、

2018 年度（平成 30 年度（2019 年（平成 31 年）１月））に「生活環境職」の職員

採用を実施した。具体的な業務内容は、生活環境向上のための現場業務（道路・

水路の補修、道路現地調査・確認、ごみ収集運搬、ごみ分別指導・啓発、草刈、

樹木剪定）であり、生活環境向上のための現場業務に付随する一般行政業務（住

民ニーズの把握及び啓発活動、子ども・高齢者等の見守り、空き家の情報収集、

安全パトロール、現場サイドからの施策の企画・立案、災害時の緊急対応（道路

復旧作業、倒木の処理等）と従来の技能労務職職員と違った形態で職員採用を実

施した。「生活環境職」のようなかたちで、清掃の技能労務職の職員を採用してい

けば、付加価値の高い業務を遂行することになり、結果的に行政サービスをより

向上することにもなるであろう。 

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よる省資源化に舵を

切り替えた。今後は、食品ロス対策の啓発、生ごみ処理機等による生ごみの削減、

雑紙の回収方法の工夫で資源化できる紙類が可燃ごみに排出されない啓発など、

可燃ごみを削減し、より一層の資源化できる取組みを構築していくことが不可欠

である。そして、現場からの発想で政策立案できる仕組みをより充実させていく

ことも欠かせない。これからも、八王子市の清掃事業が、市民のニーズを汲み取

り、質の高い行政サービスを提供できるよう期待したい。  
 
【注】  
（１）多摩地域 26 市で少量排出事業者を対象にした事業系一般廃棄物の行政収

集を実施していない地方公共団体は、立川市と西東京市である。  
（２）1,721 回の内訳（条例改正前説明会 105 回、ごみ有料化説明会 812 回、戸

別訪問や町会（自治会）独自の説明会（生涯学習部署所管の出前講座も含

む。）804 回）  
（３）ＰＦＩ（Private Finance Initiative）とは、公共サービスの提供

に際して公共施設が必要な場合に、従来のように公共が直接施設を

整備せずに民間資金を利用して民間に施設整備と公共サービスの提
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供をゆだねる手法である。（ウキペディアより） 

（４）ＤＢＯ（Design Build Operate）方式とは、公設民営と訳され、PFI に類

似した事業方式の一つである。つまり公共が資金調達を負担し、施設の設

計・建設、運営を民間に委託する方式のことである。民間の提供するサー

ビスに応じて公共が料金を支払う。（株式会社タクマ TAKUMA ホームペー

ジ（https://www.takuma.co.jp/index.html）より） 
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４．名 簿 

 

４．１ 廃棄物計画部会・第９期役員名簿                             

                                    （平成31年3月現在） 

役 職 氏   名 担   当 所   属 

代 表 石井 一英 部会員の意見を反映し、方針、方向性の提示 北海道大学大学院 

幹事長 臼井 直人 学会との連絡担当、部会の進行役 ㈱エックス都市研究所 

幹 事 三品 雅昭 総務担当 さいたま市 

〃 橋本  治 会計担当 日本大学 

〃 井土 將博 企画・広報担当 国際航業㈱ 

〃 鈴木 和将 ホームページ担当 埼玉県環境科学国際センター 

〃 青野  肇 関西Ｇ担当 ㈱エックス都市研究所 

    

顧 問 

田中  勝  鳥取環境大学 

古市  徹  北海道大学大学院 

西川 光善  ㈱エックス都市研究所 

長谷川 誠  ㈱イーツーエンジニアリング 

片柳 健一  ㈱環境管理センター 

中村 恵子  健康・環境デザイン研究所 

 

 

 

４．２ 廃棄物計画部会・第９期サブ研究会メンバー表                      

                                    （平成31年3月現在） 

サブ グループ 名 メ     ン     バ     ー 

 関東グループ 

* 臼井、阿賀、池田、石井、石渡、井土、稲葉、岡山、押谷、尾葉石、片柳、神崎、木村、

久保田、小池、小崎、小林、齋木、齋藤、鮫島、白川、進藤、鈴木、高橋、田中、谷川、 

戸敷、中川、中村、中森、西川、丹羽、橋本(昭)、橋本(治)、長谷川、馬場、原、古市、 

松島、三品、山口、山下、劉、由田 

以上44人 

 関西グループ 

* 青野、上田、浦邊、金子、北垣、小泉、後藤、坂元、田村、原田、林、古川、花嶋、 

福岡、堀井、山崎、山本 

以上17人 

 *：担当幹事 
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