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巻頭言 

 平成から令和へ、今年度は大きな時代の分かれ目を感じた年であるとともに、2020年になって

から新型コロナウィルスの問題で今年度が終わろうとしています。社会というものはいつの時代

においても不安定であり、成熟した世の中とはいえ、政治及び一般人の心理は、自分も含めて未

熟であることを再度、強く認識しているところです。このような小中高の一斉休学などの事態で

あっても、世の中の母親達がいかにたくましく、家事、子育て、仕事を行っているか、まさに、母

親のコミュニティ力、臨機応変さ、決断力、行動力、本当に感心させられるばかりです。 

廃棄物をはじめとする環境関連の計画の策定、施策の構築と実施においても、臨機応変さ（フ

レキシビリティ）や頑強制（ロバストネス）、適応性（アダプタビリティ）が重要であると思いま

す。震災以降は、強靱性（レジリエンス）に注目があつまり、事業継続計画（Business Continuity 

Plan, BCP）や生活継続計画（Life Continuity Plan, LCP）が重要とされています。計画を作る

こと、実施することは表裏一体の関係であり、まだまだ計画部会として取り上げなければいけな

い研究課題が山積みであることと感じています。 

さて、平成 30年 4月より、（前）中村恵子代表の跡を引き続き、私が廃棄物計画研究部会の代

表を務め 2 年が経とうとしています。部会員の協力を得ながら、活発で楽しい部会づくりに貢献

したいと思っていますので、よろしくお願い申し上げます。 

 平成 31 年度（令和元年度）は、第 10 期活動（平成 31 年～令和 3 年度）の初年度にあたりま

す。「地域に新しい価値を見出す廃棄物計画」テーマに、①廃棄物計画部会のこれまでの活動のレ

ビューと課題の整理、②人口減、高齢化社会など今後の社会変化に応じた廃棄物計画及び関連計

画のあり方の追求、③学会内の他部会との連携及び他学会との連携の模索、④社会貢献として、

④-1 部会員増員、学会会員入会勧誘による人材育成、④-2 市町村（特に中小市町村）の計画づ

くりの支援、④-3 出版に関する活動を行うことを方針としております。 

このような活動方針の下、今年度は研究会・幹事会 4 回、准研究会 2 回、関西グループ研究会

2 回、春の研究討論会では焼却部会と連携し「中小自治体の廃棄物管理を中長期的視点から考え

る」を、秋の年会時の企画セッションでは「新時代の廃棄物管理と計画 ～平成の総括と令和の展

望～」を、そして施設見学 1 回を、実施することができました。これも幹事・部会員の協力の賜

であると、御礼申し上げます。企画セッションで話題提供して下さった皆様、そして施設見学を

受け入れて下さったあべのハルカスの関係者の皆様本当にありがとうございました。 

  最後に、本報告書をまとめるにあたって、ご尽力頂きました、幹事をはじめ部会員の皆様に

感謝を申し上げたいと思います。本当にありがとうございました。 

令和 2年 3月 

北海道大学大学院工学研究院 

循環共生システム研究室 

教授 石井一英



 



１ 部会活動報告 

１．１ 令和元年度 廃棄物計画研究部会 部会活動 

本年度の主な活動は表１－１のとおりである。 

表１－１ 令和元年度 廃棄物計画研究部会 部会活動 

日 時 ｸﾞﾙｰﾌﾟ 内 容 参加者（発表者…会員以外の方） 開催場所 

4月 13日 

（土） 
関東 

第１回 研究会・幹事会 

話題提供 

「中小規模都市を対象とした廃棄物

系バイオマスによるバイオガス事業

のフィージビリティスタディ」（落

合） 

石井、稲葉、臼井、尾葉石、木村、

小林、齋木、白川、中川、橋本、原、

堀井、松島、三品、山口、山下 発

表者:落合(北大)、オブザーバ:近藤

(応用) 

中央区立環境 

情報センター 

研修室２ 

4月 20日 

（土） 
関西 

第１回 関西グループ研究会 

話題提供 

1)「現在の廃棄物焼却処理の課題と対

応策－今後のあるべき姿－」（水越） 

2)「廃棄物計画と関わりを振り返っ

て」（金子） 

石井、臼井、尾葉石、金子、花嶋、

原田、福岡、古川、堀井、山口、山

崎、山本 発表者:水越(アクトリー) 

エックス都市

研究所 大阪 

支店 会議室 

6月 5日 

（水） 
合同 

令和元年度 春の研究討論会 

「中小自治体の廃棄物管理を中長期

的視点から考える」（落合、石井） 

（廃棄物焼却研究部会と合同企画） 

参加者数 93名（内部会員 16名） 川崎市産業振 

興会館 

1階ホール 

討論会・反省会 

石井、稲葉、臼井、尾葉石、片柳、

北垣、小林、齋木、中村、中川、橋

本、松島、山口 発表者:落合(北大)、

高岡(京大)、戸崎(タクマ) 

6月 21日 

（金） 
関東 

第２回 研究会・幹事会 

話題提供 

「持続可能な循環型社会への転換方

策の提案」（田崎、稲葉） 

石井、稲葉、片柳、小林、齋木、西、

橋本、原田、堀井、松島、三品、山

口 発表者:田崎(国環研)、オブザー

バ: 三村(神鋼)、不破(みずほ情報総

研) 

港区立三田い 

きいきプラザ 

集会室Ｃ 

6月 28日 

（金） 
関東 

第１回 准研究会 

「低炭素社会の実現に向けて～再エ

ネ主力電源化における廃棄物発電～」

尾葉石、橋本、三品 北とぴあ 

つつじホー

ル 

7月 27日 

（土） 
関東 

第３回 研究会・幹事会 

話題提供 

「平成における廃棄物管理と計画の

総括」（中石） 

石井、稲葉、臼井、尾葉石、北垣、

木村、小林、白川、田中、西、橋本、

原田、松島、三品、山口 発表者:中

石(エックス)、オブザーバ: 三村(神

鋼) 

中央区立環境 

情報センター 

研修室２ 

9月 19日 

（木） 
合同 

令和元年度 研究発表会 

新時代の廃棄物管理と計画 ～平成の

総括と令和の展望～ 

（中石、田崎、西田、石井） 

参加者数 99名（内部会員 17名） 東北大学川内

北キャンパス 

Ｂ棟Ｂ201 

企画セッション・反省会 

石井、稲葉、臼井、浦邉、北垣、小

林、齋木、田崎、田中、中川、中村、

西田、橋本、原、原田、福岡、堀井、

三品、三村、山口、山本 発表者:中

石(エックス)、オブザーバ:近藤(応

用) 
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日 時 ｸﾞﾙｰﾌﾟ 内 容 参加者（発表者…会員以外の方） 開催場所 

11月 19日

（火） 

11月 29日

（金） 

関西 

関東 

第２回 准研究会 

「低炭素社会の実現に向けて～令和・

新時代の廃棄物処理～」 

稲葉、橋本、松島、三品 大阪府社会福 

祉会 401号室 

江戸東京博物 

館大ホール 

12月 21日 

（土） 
関西 

第２回 関西グループ研究会 

話題提供 

1)「IoT、人工知能と廃棄物管理」（山

本） 

2)「AI、IoT を活用した廃棄物処理の

効率的な運用」（原田） 

3)「地域に貢献するごみ処理施設の新

たな可能性について」（山口） 

石井、浦邉、北垣、鮫島、西、原田、

福岡、堀井、山口、山本  

エックス都市

研究所 大阪 

支店 会議室 

1月 11日 

（土） 
関東 

第４回 研究会・幹事会 石井、稲葉、尾葉石、北垣、近藤、

白川、西、中川、橋本、原、原田、

松島、三品、三村、山口 

中央区立環境 

情報センター 

研修室２ 

1月 24日 

（金） 
幹事 

学会・学術研究委員会 意見交換会 稲葉 学会事務局会

議室 

2月 21日 

（金） 
合同 

施設見学会 

話題提供 

「あべのハルカス及び廃棄物管理に

ついて」（近鉄不動産） 

「あべのハルカス バイオガス施設に

ついて」（神鋼環境ソリューション） 

石井、浦邉、尾葉石、北垣、原田、

三村、山口 ゲスト:西畑(近鉄不動

産)、塩田(神鋼環境ｿﾘｭｰｼｮﾝ)、オブ

ザーバ:上田、上野、丸谷(木野環境)、

大川(総合水研究所) 

あべのハルカ

ス
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１．２  研究会議事録

１．２．１  第１回  廃棄物計画研究部会  研究会議事録  

日  時：平成３１年４月１３日（土）  ９時３０分～１２時  

場  所：「中央区立環境情報センター」研修室２  

出席者：石井、稲葉、臼井、落合（北大）、尾葉石、木村、小林、近藤（応用）、

齋木、白川、中川、橋本、原、堀井、松島、山口、山下、三品 (記 )

（ 50 音順敬称略）  

配布資料：   

資料０．議事次第  

資料１．前回（平成 30 年度第５回）  議事録  

資料２．平成 31 年度の活動計画（案）  

資料３－１．春の研究討論会の参加案内（案）

資料３－２．春の研究討論会の全体構成  

資料３－３．北大寄付分野の情報提供  

資料４－１．秋の企画セッション内容（案）  

資料４－２．秋の企画セッション内容関連資料

資料５－１．規約改正案（新旧対応表）   

資料５－２．特別研究グループ活動起案  

資料５－３．特別研究グループ研究テーマ  

資料６．平成 31 年度予算案  

■研究会・幹事会議事内容

１．石井代表の挨拶

 新しい組織体制の紹介、昨年度と同様なスケジュール（春の研究討論会は増え

たが）の説明があった。  

２．稲葉幹事長から配布資料の確認があった。  

３．三品より議題１の資料１に基づき前回議事録の確認を行った。  

４．幹事長のリードで、各自自己紹介を行った。  

５．幹事長より議題２の資料２の活動計画の説明があり、代表より年間４回開催

の説明があった。第２回６月で。第３回は７月終わりで。第４回は１月に春の話

をしたいとの事。（従前の 11 月はお休み）  

６．幹事長より議題３の説明があり、高岡先生からお話を頂く事となった。代表

から横手の自治体担当者が異動した関係もあり高岡先生になった話と、当日の役

割分担は総務の方で作るよう指示があった。  

７．落合先生から議題３の２）北大寄付分野の情報提供（セミナー関連）の説明

があった。  
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・課題が５つあったが一番難しいと思うのは…残渣の利用だと思う。地域特性等

制約がかなり強く、消化液が出てきてどう処理しどう活用するか。現状水処理し

その後放流し処理にコストがかかってしまう。この残渣を使える所との連携が、

一番ハードルが高い。  

・経済性評価の所で建設コストのイニシャルは最初だけか…供用年数１５年で計

算してある。

・元のコストが幾らあってそれに対してどれだけ増え減ったかの方が、話として

は分かりやすいと思う。

・ケース１は無くても良いのか、２は新設、３は既存、４は都市規模が違っても

ごみ量は３の方が多い、３は発電はなかったが、４は元々発電設備はあったが、

売電せず場内利用で経費を削減していた。そこに  

売電を加えた。  

・この違いを明確に分けるようにしてほしい。考察があった方が良い。中長期的

視点は一つ将来の焼却の更新を考えるとか。

８．代表から春の研究討論会で、戸崎さんからは関西圏で一廃と産廃を一緒にや

ったら焼却炉の役割があるのか、自治体がやるのか、民間がやるのかの内容で１

番目の発表となる。落合先生は下水と組み合わせたらどうなるか。代表は大迫先

生の１月末セミナーの中から１５分間でウェットとドライに分けた話、ウェット

のものは各地域で、ドライのものは広域で、将来的に下水汚泥も一廃で焼却して

いくと。落合先生と産廃の関連が出てくる。高岡先生はお任せでメールをしたの

でもうすぐ返事が来る予定との事であった。  

・大都市はお金もあり、あまり困らないけど地方はどうしていくべきか。

・国環研の中ではどういう議論になっているのか。

９．代表から資料４－２の大迫センター長名だが同室の田崎先生から提案を受け

て、計画部会で是非田崎先生の研究グループで構築された計画ツールとして役立

てたいのでご意見を伺いたいとの事。可能であれば研究討論会、企画セッション

でこの内容を紹介させてもらって議論して貰えればと話があった。  

１０．幹事長から資料４－１の説明と、秋企画セッションの企画で、幹事長自ら

の提案との事であった。  

その後資料４－２の説明があった。  

１１．代表より平成の総括、これから３年間の活動目的を学会に提出した。中村

前代表は「廃棄物計画の新たな視点」であった。「地域に新しい価値を見出す廃

棄物計画」で次の３年間の大きなテーマにしたい。  

・活動をレビューし課題の整理、課題は大きく変わっていない。昨年からやって

いる関連計画を追求していきたい。

・今後の社会変化に応じた廃棄物計画より、関連計画を追求していきたい。
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・学会内のサブ会の連携、他学会との連携の模索、今回焼却部会とやった様に、

社会貢献として部会員の増員、学会員の人材育成、市町村特に中小自治体の計画

の支援、それと出版に向けてこれに関する活動を行う。  

１２．代表、幹事長より議題４の秋の企画セッションの関係で、資料４－１と２

を基に説明があった。廃棄物管理として平成はどんな時代だったか。Ｈ３再生利

用が法律に入った。Ｈ９～１４のＤＸＮ s 問題で大騒ぎになった。Ｈ１２は循環

元年を迎えた。そして、ＳＤＧ s まで非常に毎年法律が厳しくなって、ＥＰＲな

どリサイクル法がたくさん出てきて、目まぐるしく変わったのが平成の時代なん

だけど、これを総括する。との話があった。  

・田崎先生は自治体をボトムアップすると言っている。事業系廃棄物で民間ルー

トは入っているか。自治体系のリユースは入っているか。自治体ごとにと言って

いるが、図２を見ると全国レベルの結果になっている。本当に自治体の人が使え

るか心配である。  

・自治体の人が使えるインターフェイスを作り、最終的に自治体の人に使って貰

わないといけない。

・システムチェンジする時にどういう効果があるのか。今の現状のどういうとこ

ろに問題があるのか。

・今まで全国どの自治体も同じようにやってきたのはいけないのか。と思う。

・例えば県単位で使えるのか。都道府県の人が政策ツールとして使えるのか。

・国と地方のギャップがありすぎる（自治体の人に循環計画と言っても無理では

ないか。）が、国が言っているとおりの事をやらなくてもできる。これを埋める

のが令和の時代だと。これが面白い切り口になるのだと思う。例えばコンサルの

方から実を言うとこういう事を考えて政策的立場でこういうモデルでこういう見

方をしてしまうとこの様な苦労があると話をして貰ったら、ギャップが何かわか

る。新しい価値を見いだせていくのは令和にふさわしい。  

・田崎さん以外に話を出来る人が部会から又は、外部にお願いをするか。世界の

潮流を見てきた事を踏まえて、企画者として稲葉先生に令和の展望についてお願

いしたい。田崎先生の申し出はＯＫとして、平成の総括の部分をエックスの中石

さんにお願いし、それぞれ６月と７月に話題提供して貰いたい。  

・６月の時は、稲葉先生は滑り出し部分について、そして、田崎先生に話題提供

をお願いしたい。

１３．代表から議題５の資料５－１の規約の説明で、一番最初に作られて、今日

に至っていたので今回見直しをした。旧の部分を知らなかったと思うので、一通

り解説があった。その中で、今まで全員が入ったサブ研究会を改めて、特別研究

グループにした点と、ここに書いてある通り絶対にやると言うものではない事で

あった。  
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１４．山口さんより議題５で資料５－２ ,３の説明があった。「地域につながるご

み処理施設研究」と言う事で、この施設は地域の人とつながる事が重要で、公共

施設と別枠の様になっているが、これも立派な公共施設である。３か年で記載さ

れているメンバーと共に実施していくことの話があった。又、代表から規約にあ

るように幹事会が統括するとなってる。この内容で進めていただきたい。  

１５．橋本さんより議題６で資料６の会計の関係で説明があり、毎年７％位減ら

されて厳しい状況にある点と、前年度の残額は 181 円だったので、新しい会計の

方はうまくやってもらいたいとの話でした。  

１６．代表からの話で、臼井さんにご尽力いただき、修正版２と３の冊子を作っ

てもらった。小集会（秋の企画セッション）をまとめたもので皆様にはＰＤＦ版

となっている。春の研究討論会がもれているので、同様にＰＤＦ版で作りたいと

思っている。又、秋の小集会と春の研究討論会が、別々となっているが、災害廃

棄物計画は続けて行ったため、前代表のご意向もあり、これをまとめたいとの話

があった。  

１．２．２  第２回  廃棄物計画研究部会  研究会議事録  

日  時：令和元年６月２１日（金）１７時３０分～２０時  

場  所：「港区立三田いきいきプラザ」集会室Ｃ  

出席者：石井、稲葉、小林、片柳、齋木、田崎（国環研）、西、原田、橋本、堀

井、松島、三品、三村（神鋼）、不破（みずほ情報総研、オブザーバ）

山口 (記 )（ 50 音順敬称略）  

配布資料：   

資料０．議事次第  

資料１－１．前回（第１回）研究会議事録（三品氏作成）  

資料１－２．年間活動計画（改）（石井先生監修）  

資料２－１．春の研究討論会メモ（稲葉幹事長作成）  

資料２－２．春の研究討論会のアンケート調査結果（北垣氏作成）  

資料３－１．維持可能な循環型社会への転換方策の提案（田崎様・稲葉幹事長作

成）  

資料３－２．人口オーナス時代の廃棄物管理（総説、「環境技術」掲載）（田崎様

執筆）  

資料４．特別研究グループ報告（山口作成）  

資料５．秋大会企画セッションメモ（稲葉幹事長作成）

■研究会・幹事会議事内容

＜前回議事録の確認＞  

令和元年度第１回議事録の確認を行った。（資料１－１  三品氏）
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＜年間活動計画について＞  

４月からの活動概要および今後の活動計画について説明があった。（資料１－２  

石井代表）  

・６月２８日（金）  田中勝先生シンポジウム／費用の補助があり。  

・７月２７日（土）  第３回研究会・幹事会（中石様にお越しいただき、秋の企

画セッションの詰め。  

・９月１９日（木）  秋の企画セッション  

・１月以降  第４回研究会、施設見学会  

＊研究会・幹事会開催が５回から４回となり、春の研究討論会と秋の研究発表会

に参加すると、企画が中心の活動となり、ゆっくり話を聞いたりする時間が

とれない。後ほど議論いただきたい。  

＜春の研究討論会振り返り＞  

春の研究討論会「中小自治体の廃棄物管理を中長期的視点から考える」につ

いて振り返りを行った。（資料２－１・２－２  稲葉幹事長）  

▼発電について  

-  今までは高効率発電が重要であったが、電気を作っても線が足りないため流

せないという事象が起こっている。鶴岡市では電気を買い取ってもらえない

といったことが話題になっている。  

-  発電効率は競争軸ではあるが、送電容量の問題もあり顧客が求めていない案

件もある。  

-  特高はよいが、系統が高圧線だとほかにぶらさがっているところがあり、容

量などの制約がある。  

-  Fit で高く売れるから、焼却炉は売電するお金をあてにしすぎではないか。太

陽光とのバッティングがあるなら、ベース電源として焼却のほうが安定してい

るので優先してほしい気持ちはある。ピーク電力や太陽光が空いた時間をどう

するか、往復で２本線あるともう少し容量があるのではということで、全国で

こじ開ける試みがなされているが、北海道では余裕がない。売る側、買う側両

方の意識の問題があるのでは。今のトレンドは、自家利用しつつ災害時にも使

えるというもの。  

-  鶴岡市の件では、東北管内、とくに北日本は送電網がまったく空いていない状

況。接続検討依頼をしたときには空いているということであったが、蓋を空け

たら空いていないということで市長が公にした。１１年後の完成に向け１７億

負担では議会承認を得ることは難しい。地域循環共生圏、自己託送、自家利用

などを検討しはじめているところ。  

▼行政の視点  
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- 行政目線が少し足りないのではないか。行政が困っていることについて解決

策を提案してほしいという意見があった。次の検討会に生かしていきたい。

- バックキャスティングの議論が必要。あるべき姿が見えていない。

- 研究部会の横断的議論を続けてほしい。廃棄物を超えた他の学会との接点拡

大に力を入れてほしい。

- 中小自治体の括りでいいのか。すべての中小都市が同じ問題を抱えているの

ではなく、大都市が問題を抱えてないわけではないという意見がある。大都

市が回りの中小都市を含むようにやっていくという視点もある。必要な視点

である。

- 自治体ユーザーの声ほしいという意見もあったが、今回都合がつかずに高岡先

生に講演いただいた。

▼下水道との連携

- 下水道研究会が８月末に横浜で予定されている。メーカーの発表・展示がある

が、廃棄物とくらべ自治体の発表が多い。

- 下水汚泥のバイオマス利用率を高めていく、下水道処理施設は地域バイオマス

拠点、エネルギー拠点であるといい始めている。我々と近いところがある。

＜維持可能な循環型社会への転換方策の提案＞

田崎様より維持可能な循環型社会への転換方策の提案について資料説明が行

われた。（資料３－１  田崎様、稲葉幹事長）  

▼循環利用・リサイクル率の考え方

- 各自治体における計算を行いボトムアップ的に、国の政策と自治体の効果をつ

なげるようなモデルを作りたいというのが今回の視点。共感できるが、循環型

社会の指標でみると、循環利用率は自治体が扱う廃棄物の量からスタートして

いる。有価でリユースされるものや民間収集ルートを考慮せずに自治体が収集

するもので計算すると廃棄物は減るがリサイクル率に反映されないため、数値

に現われない。対象としているのは循環利用率なのかリサイクル率なのか。

- 指標としては民間回収率を含めたものとなっているが、大雑把な値である。自

治体は民間回収率をどのくらい捕捉していくべきかといった問題もある。

- 30 年以上前に広域化可能性実態調査を実施したが、自治体のデータの入れ方

が間違っているといったことがよくあった。今はどういった状況か。また、当

時は費用についても検証したが費用の検証はされているのか。

- データが電子化され、マスバランスのチェックや前年度チェックを実施するな

ど、以前よりはきちんとしている。仕分けもきちんとしてきている。費用につ

いては広域化によりどのくらいコストが下がるかといった計算をしているが、

過去に広域化したところの分析は実施していない。

▼広域化における費用等の検証
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- 30 年前の調査では費用についても検証したが費用の検証はされているのか。

当時とくに費用面のデータはひどかった。

- 広域化によりどのくらいコストが下がるかといった計算をしている（資料３－

１C スライド７）が、過去に広域化したところの分析は実施していない。

- スライド８で、どのくらいの施設が統合するかということをシナリオとして分

析してサブモデルとして値を得てモデルとして効果を計算している。

- データは会計基準ができてからはだいぶよくなった。実態調査のデータをモデ

ルで使うとおかしいところが見つかる。政策に利用するためにデータにフィー

ドバックがかかることが狙いであるため、多少精度が低くても使っていく。循

環基本計画のフォローアップで実態ベースのデータを用いたほうが有効なフ

ォローアップになるため、意図して実態調査のデータを用いている。  

- 日本全体のマスバランスはマクロ指標で計算しており、自治体のデータをボト

ムアップ的に計算をしたものはない。国ベースと自治体ベースがつながってい

なかったものをつなげていかないと国の施策と自治体の施策がつながらない。

平成は自治体のボトムアップとマクロ的な国の施策の両方がある。令和でつな

がるのか。  

- 自治体にデータの提供は行っていきたい。マッピングしたスライドは早めに公

開して検討材料にしていただきたいと考えている。

- 参考（https:/ /www.nies.go.jp/whatsnew/20190711/20190711.html）／国立環

境研究所 HP

▼施設更新

- 完全更新と基幹改良の２種類があるが、この計画ではどのような更新を想定し

ているのか。

- 施設の廃止による更新を考えている。スライド６の C では基幹改良（ Life

extension work）について調査している。

- 秋のセッションでは、具体例を示していただいたほうがわかりやすい。こうい

うモデルを使って計算したというような前提条件を示していただいたほうが

よい。

▼モデルの位置づけと活用

- 最終的に自治体ごとに効果がわかっていくようなツールというイメージなの

か。

- このモデルは、環境省が使うことを想定している。このモデルで、自分の自治

体の値をみたいといったときには、国の施策のなかでは計算レベルの変化はわ

かるかもしれないが、地域条件をすべて入れ込んだ値にはならない。全国をと

らえようとしているため、自治体の位置づけみたいなものがない。
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- 計画部会会員は、自治体の支援をしている方が多い。セッションの聴衆もそう

いった視点がある。モデルの位置づけを示さないと誤解を与える可能性がある。 

- 環境省が変な値でモデルを作ってしまうと、それを見習ってもできないという

ことになる。

- マクロ（国）から見たときの考え方とミクロ（自治体）から見たときのギャッ

プが出てきた。それをつなげていくチャレンジをしたうえで、マクロからどこ

までミクロに近づいていけるのかというのが、この研究の意義ではないか。

▼廃棄物処理計画と行政の現状

- 計画等を行うときは、基本は市町村一般廃棄物処理システム評価支援ツールを

使うしかないが、情報が更新されず古い。

- 処理計画にもいくつかのスタイルがある。１つは処理計画に自分たちで実施し

た計算結果を細かくのせている計画、２つ目は処理計画には大きな施策等のソ

フトは記載してもハードには触れない、処理計画のなかでは議論せずに行政の

なかで関係者だけで決めていく、３つ目は、コピペしていく。将来どうあるべ

きかをしっかり議論した計画が少なくなっている。  

- 行政が一番困っているのは財政難。国は脱炭素化、地球温暖化対策、エネルギ

ー利用、集約化し発電するという方針になってきているが、循環型社会形成推

進交付金と違うメニューが国策として出てきているなかで、一番たくさん補助

金をもらえるのはどういう計画か、地域循環共生圏を地域ごとに作っていくが、

その核になる施設をどうつくっていくかということを問われている。かつては

ダイオキシン対策であったが、今は何を求められているのか。

- 交付金がもらえる自治体はいいが、処理量が７０トン以下で５０、６０トン、

かつ過疎化地域や豪雪地域、半島に該当せず自治体が交付金を得られずに困っ

ているところが数件ある。周辺の自治体との広域化も難しい。どう提案してい

ったらよいか。

- 地域循環共生で海ごみや山間ではチップなどを入れたりして地域循 環を形作

っていく方針になっているが、そういった検討はあるのか。

- 合わせ産廃といった民の力を使うといった議論もあるが、機械が壊れたときに

どちらの責任になるといったようなところが整っていない。現実的ではない。 

- 実際に役立てていくためには、こういった問題をクリアしていく必要がある。

モデルのなかにそういった視点を入れてほしい。下水との絡みや焼却施設の規

模を少し大きくするためには下水汚泥と焼却炉をコンバインドする方法があ

る。地域の産業廃棄物との合同的処理というのもある。剪定枝や林地残材とい

った燃料にならない木材を焼却炉で受け入れるといったことも入れてほしい。

国の施策やコストも入れてもらえると自治体は現実味のあるメッセージとし
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て受け取ることができる。空間的にも物質的にもバウンダリが広がっており、

大変ではあるが、少しずつやっていきたい。  

- そういった自治体の情報を今持っているデータにプラスして計算することで

問題の規模感をとらえてみたい。学術の立場からは国の施策の妥当性なども視

野にいれながら、交付金の問題など両方を見ながら、マクロとミクロをつない

でいく。

＜秋の企画セッションについて＞  

秋の企画セッションについて説明、意見交換を行った。（資料５  稲葉幹事長）

- モデルについては、マクロとミクロをつないでいくことと、きめ細かい計画が

大切であり、大きい施設を作ることで財政負担を減らしていくということが言

えるが、高齢化などの周辺の問題についてどこまで広げていくかという議論が

ある。

- おそらく中石様の話題は、１９９１年の廃掃法改正、ダイオキシン問題といっ

たことから始まり、循環基本法の制定、リサイクル法の推進のなかで自治体が

努力してきたこと、さらに平成の終わりには高齢化や人口減などのさまざまな

課題が出てきたということになるのではないか。

- そのうえで、田崎様には、それらの課題にどう向かっていくのかということを

テーマに、国と自治体のギャップをどう埋めていくのかということや財政難へ

の対処としてさまざまな計算を示していくといったことになるのではないか。 

- パネラーは、自治体、メーカーが入ったほうがいいのではないか。春の討論会

では自治体に参加いただけなかったので、自治体にはぜひ入っていただきたい。

東北近辺ではどうか。９月だと議会が入り、調整がしにくい。

＜特別研究グループについて＞  

特別研究グループの活動について説明、意見交換を行った。（資料４  山口）

- ごみ処理施設を対象として起案をしたが、社会的に必要とされていながら、迷

惑施設としてとらえられている施設を幅広く取り上げていきたいと考え、研究

グループ名称を「地域につながるごみ処理施設研究 G」から「地域につながる

廃棄物処理施設等研究 G」とする提案がなされた。⇒了承。

- 考え方として、ごみ処理施設を広く公共の場としてとらえ、地域のまちづくり

のどう貢献できるかという視点で事例調査等を進めていくもの。

- ホームページの開設を検討中。情報発信や収集に活用。学会のサイトにある計

画部会のページからリンクを貼ることは可能。

- アンケートは、郵送などはコストもかかり大規模な調査は実施しにくいが、ホ

ームページ等からフォームを活用して実施できるのではないか。

- 次回のミーティングは、計画部会研究会と同日の午後を予定している。

＜事務連絡＞
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次回は、７月２７日（土）９：３０～１２：００  中央区立環境情報セン

ター  研修室２（東京スクエアガーデン６階  京橋環境ステーション内）

にて開催。

１．２．３  第３回  廃棄物計画研究部会  研究議事録  

日  時：令和元年７月２７日（土）９時３０分～１２時  

場  所：「中央区立環境情報センター」研修室２  

出席者：石井、稲葉、臼井、尾葉石、北垣、木村、小林、白川、田中、中石（エ

ックス）、西、橋本、原田、三品、三村（神鋼）、山口、松島 (記 )（ 50

音順敬称略）  

議  題：   

１．挨拶  

２．事務連絡  

３．前回（第２回）研究会議事録確認

４．秋大会企画セッションについて  

４．１  全体説明  

４．２  話題提供（エックス都市研究所  中石氏）

４．３  全体議論  

５．特別研究 G 報告  

６．施設見学会について  

７．その他  

８．事務連絡  

配布資料：   

資料１．議事次第  

資料２．年間活動計画（７月２７日時点）（稲葉氏作成）  

資料３．前回（第２回）研究会議事録（山口氏作成）  

資料４－１．秋大会企画セッション資料（全体概要）（稲葉氏作成）  

資料４－２．秋大会企画セッション資料（平成の総括）（中石氏作成）  

資料４－３．秋大会企画セッション資料（２０５０年に向けた新たな廃棄

物計画）（田崎氏作成）  

資料５－１．特別研究グループ資料（研究の進め方）（山口氏作成）

資料５－２．特別研究グループ資料（発表会要旨）（山口氏作成）  

■研究会・幹事会議事内容

＜前回議事録の確認＞

・令和元年度第２回議事録の確認を行った。（資料３  山口氏）

→マクロとミクロをつなぐことが重要なポイントであると感じた。
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→秋大会のパネラーに自治体を呼べれば良いのではないか。  

＜秋大会企画セッションについて＞  

○全体概要について（資料４ -１  稲葉氏）  

・秋大会の計画部会の時間はおそらく初日の午後となるだろうが、確定はされて

いない状況である。  

・元号により数十年単位で区切ることができる日本独自の手法であるため、企画

として、「日本の廃棄物管理に関する平成の総括と令和の展望」というテーマ

で行う予定である。  

・春の討論会の反省として、パネルディスカッションを長めに時間を取ることを

想定している。  

○企画セッション資料  平成の総括について（資料４ -２  話題提供  中石氏）  

 → 90 年代から循環型社会という動きが始まっているが、日本国内では最終処分

場の逼迫などの影響から循環型ということになっているかと思う。一方で国

際的な取り決めといった影響もあるのではないか。昭和は公害問題に対する

時代という共通認識があるが、平成は廃棄物のマイナス面への対応として、

国際的な要求も入ってくるようになったと感じる。循環型の始まりが国内的

なのか国際的なのかが気になるところである。  

 →不法投棄への対処といったきっかけが基にあり、京都議定書など国際的な流

れは途中から入ってきたのではないかと考える。  

 →ダイオキシンの問題の法令ができたのは 1999 年、2000 年であるが、問題が

生じたのは 1983 年の新聞報道であった。いくら分析してもダイオキシンは

出てくる中、ダイオキシンの問題として、リスクアセスメントを行いリスク

マネジメントをすることが重要であり、バランス良く物事を決めていかなけ

ればいけない中で基準をつくった。その後、PCB や水銀などの問題もあるが、

PCB も海外の基準が 50ppm なのに対し、日本では 0.5ppm となっている。

基準は議論できず、やり過ぎではないかと言えないことが問題ではないか。

海外で有害と扱っていないものも日本では有害廃棄物と扱うことでコスト

が高くなっている。それは日本の一般廃棄物にも言えることで、国が補助金・

交付金を持ってバックアップしている状況であり、世界一１ｔあたりの処理

コストが高い状況となっている。コストパフォーマンスについて最適化し、

令和時代のバランスの理想像がどういうものかという議論があって良いの

ではないか。合理的な廃棄物処理施設、稼働率を高める処理施設、海外では

そのことをやっている。基準の決め方についても今まで決めた基準を総ざら

いするいい時期ではないか。令和は今まで行っていたことの無駄を見つけ改

善するなどが必要ではないか。  
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→災害対策についても今より大きい災害が起こることを想定して強靱化して

いるが響きはいいが、 99.9％起こらないことにお金を使っているとの見方に

もなる。実質的に必要な機能を持った施設はどのようなものか、産廃と一廃

の施設があまりにも違うので反省して見直すことが良いのではないか。  

→最終処分場もクローズド処分場が出てきたが、一方で廃止の条件が決まって

いないという問題もある。  

→日本の一人あたり廃棄物の発生量は海外の半分である。自治体で処理するご

み量はさらに減少してきている。低炭素社会の実現を考えるにあたり、GDP

等の基準はナンセンスであり、排出量のみが良いのではないか。その中で、

焼却施設は PIMBY になりつつあるが、日本の焼却施設は単純焼却の施設も

まだあり WtE になっていない。採算性を取るためには売電収入を大きくす

る必要があるので自ずと施設規模が大きくする必要がある。国に頼らない施

設を PFI などでつくることを令和の目標にしてもいいのではないか。  

→国、都道府県、市町村、市民、専門家、企業の役割分担の面で昭和、平成、

令和を見てもらえると良いのではないか。  

→循環型社会という指標が大きな話であると思うが、循環利用率は国のマクロ

指標となっている。国は循環型計画をつくるが、市町村は廃棄物処理計画で

あり、循環型計画を作っているところはない。それが現実ではないか。田崎

さんの話でもこのままではブレイクスルーはないという話であったが、令和

に向けてのブレイクスルーを提示でき、国、FIT 等に頼らない施設を整備す

るといった方向性にまとめてもらえると良いのではないか。  

→地域循環共生圏の話をパネルディスカッションの前などに説明しないとつ

ながりが悪いと思うので、稲葉先生にお願いしたい。  

○企画セッション資料  ２０５０年に向けた新たな廃棄物計画（資料４ -３  話題

提供  稲葉氏）  

→国が広域化を言い続けているが、市町村レベルでは進まない中で、都道府県

の役割として広域化を進めるのも限界がある。ダイオキシン対策では 100t/

日にしていったが、そういった広域化の話はあるか。  

→市町村間の施設について、更新時期のタイミングで同時に整備できる自治体

の分析を行い、たたき台となる情報は提供している。広域化は都道府県に仕

切ってもらいたいと考えているが、情報がないと何もできないと思うので、

たたき台となる情報として出している。  

→令和に向けての大胆がいくつかあると良い。広域化について、ロシアでは市

町村レベルではどうしようもなかったので、都道府県に権限を与えた。広域

化を考える場合、都道府県に権限を与える必要があるのではないか。現状で
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は都道府県は助言しかできない。処理責任を見直す必要が出てくるのではな

いか。  

→災害対策として全ての施設を強靱化することは無駄な可能性もあるため、都

道府県が強靱化を仕切るという手もあるのではないか。  

→官庁が行政サービスとしてやってもらっているという認識であると、住民に

コストの意識が出ないので、住民が、徐々にコストを負担するという方向に

持って行かないといけないのではないか。その辺の糸口があると良い。  

→現場で見ると運転員が集まらない。少子高齢化や働く人の意識が変わってき

ており、儲かる施設とならないと働く人も集まらない状況になってくるので

はないか。メーカーが無人運転に向かっているのも運転員が足りないからで

ある。  

→基準を見直すことは大胆な提案だとしても、まずは上乗せ基準の在り方を見

直す必要があるのではないか。  

→測定頻度についても見直すべきではないか。  

 

○原稿の締切りについて  

・８月末に原稿がそろえば印刷は間に合う。期限を 8/23 とし、最低限の修正を

行い 8/30 に最終版とする計画とする。  

・最終的な原稿のまとめは稲葉氏にお願いする。  

 

＜特別研究グループについて＞  

・特別研究グループの研究の進め方について情報提供・意見交換を行った。  

（情報提供  資料５ -１、５ -２  山口）  

→国の方針と地域の施策が合っていることが良いが、これからは地域に合って

いるものを国がサポートすると言うことが理想ではないか。  

→どういったらうまくいくのか、時間の流れ等を見たいと思う。  

→住民が関わられて良い方向性に行った事例があれば見てみたい。  

→プロポーザル方式や総合評価の場合、技術の部分はあまり差がつかないが、

地域貢献のところで差がつき、配点が大きいという現実がある。一方でメー

カーとして地域貢献のお金が読めない部分がある。公共的機能として必要な

もの・必要でないもの、 PFI 等で半公共的なものとして必要なものは何なの

か整理する必要があるのではないか。  

→必要な施設の決め方、調整の仕方がわかると良い。協議会などで決まっても

地域に受け入れられないものとなる可能性もある。  

→病院と介護施設が一定になって整備した事例もあるので、ごみだけではなく、

他の施設と一体で整備するといったことも考えると面白いのではないか。  
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＜事務連絡＞  

 次回は企画セッション後、１月の開催を予定しているので、調整し連絡する。  

 

１．２．４  第４回  廃棄物計画研究部会  研究会議事録  

日  時：令和２年１月１１日（土）９時３０分～１２時  

場  所：「中央区立環境情報センター」研修室２  

出席者：石井、稲葉、尾葉石、北垣、白川、中川、西、橋本、原、原田、松島、

三品、三村、山口、近藤 (記 )（ 50 音順敬称略）  

議  題：  

１．会長挨拶  

２．前回（第 3 回）研究会議事録確認  

３．秋の企画セッションの振り返り  

４．  春の研究討論会  

４．１バイオマス部会との共催企画案  

４．２春の研究討論会・災害廃棄物部会へのサポート検討  

５．施設見学会に関する確認  

６．収支確認（令和元年度第三四半期、令和 2 年度）  

７．今年度研究活動報告  

８．次年度以降の計画部会の活動方針  

９．特別研究 G 報告  

配布資料：  

資料議事次第  

資料１．前回（第 3 回）研究会議事録（松島氏作成）  

資料２．秋の企画セッションのアンケート結果（北垣氏作成）  

資料３．春の研究討論会企画案（稲葉氏作成）  

資料４．施設見学会案内（北垣氏作成）  

資料５．令和元年度第３四半期収支報告、令和２年度予算案（白河氏作成）  

資料６．研究活動報告  作成予定及び原稿依頼（三品氏作成）  

資料７．特別研究 G 活動メモ（山口氏作成）  

資料８．次年度以降の研究部会の活動方針案（稲葉氏作成）  

資料９．年間活動計画（１月１１日時点）（稲葉氏作成）  

■研究会・幹事会議事内容  

１．秋の企画セッションの振り返り  

・ 99 名程度が参加し、うち 62 名からアンケートを得た。  

・学会のフィードバックシートでは、達成度、ＷＥＢ内容、増強面はいい評価

であった。学術研究面で、研究成果のまとめがあればなお良いとの指摘があっ
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た。

・アンケートに計画部会への入会意思などを記載する欄があってもいいのでは

ないか。

・令和時代の重要トピック（Ｑ５）について、プラスチック戦略に対する関心

が高かった。

→容器業界関係者との話では、ケミカル（原料まで戻す）としての利用が鍵と

なるのではないかとの話があった。石油化学プラントなど多様な業界との連携

が必要かもしれない。  

→他分野の見識を得るため、他の計画部会の話を聞く機会があってもいいかも

しれない。  

２．春の研究討論会

・前回、発表時間が短いとの指摘があったので 30 分長くして２時間としてもら

った。パネルディスカッションの時間を 30 分長くする。

・主題は、「なぜ、メタン発酵システムが導入されないか」と「維持管理の大変

さ」について議論したいと思っている。

・導入・計画・設計段階について

→メタン発酵は、検討は行うが施設が２つになったりするといった理由から最

初に候補から落ちてしまう。近くに（残渣など）を搬出できる施設があれば状

況が異なる場合もある。  

→（首長など）決める人の後押しがあれば決まることがある。

→焼却と乾式の両方の施設がある場合、投入する廃棄物のハンドリングが難し

いという話があった。

→自治体側から導入するよりも、酪農や下水道といった関係者側からのアプロ

ーチの方が進むことが多い。

→ NEDO で「バイオマスエネルギー地域自立システムの導入要件・技術指針」と

いうのを作成しているが、これに関わった方に打診してみる。

・自治体事例は、砂川施設の事例について説明して頂けるか打診してみる。砂

川は施設を更新したため、効率な更新方法についての知見がある。砂川以外で

は飛騨市の施設も候補である。  

・災害廃棄物研究部会へのサポートについては、別途、石井氏、稲葉氏で災害

廃棄物研究会と内容を詰める。

３．施設見学会に関する確認  

・地下 5 階に施設を設置する大変さや BCP についての説明もして頂く予定であ

る。

・現在、 10 名（うち、 3 名はオブザーバー参加）の予定である。

４．収支確認（令和元年度第三四半期、令和２年度）
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・今年度の予算に余裕があるようであれば、施設見学会の補助をすることも検

討してもいいと思う。  

５．今年度研究活動報告  

・昨年度の目次を参考に構成する。１．３学会企画セミナーは削除し、春の研

究討論会を追加する。  

・３に特別研究グループを追加し、以降番号を繰り下げる。  

・１．５施設見学会報告は北垣氏にお願いしたい（〆３月半ば）。  

・研究報告には、（計画部会に関連するような）大学の研究リストを入れてもい

いと思っている。  

６．次年度以降の計画部会の活動方針  

・秋の企画セッションで扱う議題について  

→シュタットベルケ（都市公社、地域公社）について（ドイツの事例）  

→廃プラスチックの取り組み（日本と海外の視点、調査・情報収集（廃プラと

言っても色んな種類がある）など）  

→脱炭素について  

→ CASE(Connected(ネット接続 ), Autonomous(自動化 ), Shared & Services(シ

ェアリングとサービス化 ), Electric(電動化 ))、 MaaS(Mobility as a Service 

(移動のサービス化 ))との関わり（収集車の自動運転など）  

→高齢化との関わり（ごみ質が変わっている）  

→仕組み作りの方法（伝え方、教育など。長期的視点にたって）。  

→上流での計画作りの重要性（静脈インフラの計画など。トヨタのカーボンシ

ティなどはどこまで考えられているのか）。  

→地域循環共生圏のあるべき姿（目指すべきゴール）  

→エネルギー転換におけるインセンティブなど（計画と絡めて）  

→大規模災害に対する対策  

→廃棄物計画の資格制度について（標準、基準など）  

→インバウンドへの対応（外国人への周知など）  

→ごみ処理の運営主体について（民間主体の運営など）  

→ごみの見える化（お金の流れ、行政のごみ取集のブラックボックス解消など） 

・第 10 期の活動方針は、同期の題目である「地域に新しい価値を見出す廃棄物

計画」を念頭にして催事の企画や成果のまとめを議論する必要がある。  

 

１．２．５  第１回  関西グループ研究部会  研究会議事録  

日  時：平成３１年４月２０日（土）  １４時～１７時    

場  所：㈱エックス都市研究所  大阪支店  会議室   

出席者：石井、臼井、尾葉石、金子、花嶋、原田、福岡、古川、水越（㈱アクト
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リー社長）、山口、山崎、山本、堀井（記）（ 50 音順敬称略）

配布資料：   

資料１．平成 31 年度  関西 G 第 1 回勉強会  議事次第  

資料２．平成 31 年度  関西 G 第 1 回勉強会  参加者名簿  

資料３．廃棄物計画研究部会組織構成（案）  

資料４．廃棄物計画研究部会  規約改正案（新旧対比表）

資料５．講演資料  

｢現在の廃棄物焼却処理の課題と対応策 -今後のあるべき姿 -｣（水越  裕

治氏）  

資料６．小話資料

「廃棄物計画との関わりを振り返って」（金子  泰純氏）

資料７．環境省資料（成田廃棄物規制課長講演資料の抜粋）

「産業廃棄物処理行政の現状と今後の方向性について」  

資料８．廃棄物資源循環学会  春の研究討論会参加案内（案）  

資料９．最終処分場技術システム研究協会  2019 年度環境講演会  参加案内（案） 

■研究会・幹事会議事内容

１．はじめに  

（１）石井代表の挨拶

資料３に基づき、計画研究部会の幹事体制についての紹介があった。また、研

究部会は３年を１期として、活動を行っており、今年度は今期の１年目で、今期

は「地域に新しい価値を見出す廃棄物計画」をテーマに活動を行う。また、今年

は春の研究討論会が再開され、６月５日、川崎で開催される。計画部会は焼却部

会と合同で「中小自治体の廃棄物管理を中長期的視点から考える」というテーマ

でセミナーを行う。秋のセミナーの企画も稲葉先生にお願いして検討中で、「平

成の総括と令和の展望」というテーマ案が出されている。規約改正案（資料４）

の説明をしていただき、荏原環境プラント㈱の山口さんが代表で「地域につなが

るごみ処理施設研究グループ」という特別研究 G の起案が出ているという報告が

あった。  

（２）臼井前幹事長の挨拶  

今年度から国立環境研究所の稲葉先生に幹事長をお願いしている。

昨年度は計画研究部会のレビューとして、平成１２年度から平成３０年度まで

の秋のセミナーの論文集を集成した論文集（集成版）をまとめ、部会員の皆様に

は PDF で配布したという報告があった。  

２．話題提供

（１）「現在の廃棄物焼却処理の課題と対応策  －今後のあるべき姿－」  

㈱アクトリー社長  水越  裕治  氏
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・中国と東南アジア、慢性アジアへの廃プラスチックの輸出ができなくなり、

約 150 万トン /年もの廃プラスチックを国内で処理せざるを得なくなったた

め、急激に増えた廃プラスチックの処理が産業廃棄物処理施設の課題となっ

ている。

・廃プラスチックの処理は、油化や RPF 化等があるが、油化技術は技術的に確

立されてなく、 RPF 化も製品の売却先確保が難しい状況である。そのため焼

却炉で燃やすしかないが、大きな施設が少なく、処理施設が足りない。

・産業廃棄物は排出元が異なるとごみ質が変わる。焼却施設は、発熱量により

焼却炉本体、排ガス処理設備の規模が決まり、化学組成により排ガス処理設

備の構成が決まる。したがって、処理対象物の化学組成を把握することが大

切である。

・産業廃棄物の焼却処理施設を新設する際には、許認可や住民の同意等が必要

となり、事業化するまでに５年以上の期間が必要になり、その間に要する経

費も膨大である。

・焼却施設を安定的に操業するためには、処理能力を確保し、連続した運転が

でき、処理経費が過大にならないようにすることがポイントとなる。

・処理能力は発熱量に、連続運転はクリンカの発生や設備閉塞により阻害され

る。クリンカや設備閉塞は灰分に起因し、処理経費は Cl、 S、灰分量に起因

する。

・熱量、灰分、Cl・S 分はごみの荷姿からは判別できず、設備内の残さ分析と排

出先ごとの廃棄物の組成を比較し、傾向を掴むことが大事である。

・産業廃棄物焼却施設の今後のあるべき姿としては、地球温暖化の防止への視

点から、発電設備や熱回収施設からの回収エネルギを利用した農業等の異業

種とのコラボによる地域貢献の拠点になれればと考えている。

（２）「廃棄物計画との関わりを振り返って」

和歌山大学  元教授  金子  泰純  氏

金子先生が和歌山大学を退官ということで、大学時代からの廃棄物計画の関わ

りをお話しいただいた。  

東京大学在学時の全学ゼミで西村肇先生が執筆した「裁かれる自動車」から、

現象としての公害問題から技術の問題に深い関心を持ち、プランドの畔上統雄先

生著の「都市社会の循環構造計画」による斬新的な廃棄物問題へのアプローチか

ら、廃棄物計画との関わりが始まり、循環資源研究所の村田氏とオストランドの

八太氏と社会実験事業として行ったユーレックス計画、鈴木光男著の「計画の倫

理」、大阪大学の末石冨太郎先生が書かれた「都市環境の蘇生」等、影響を受けた

著書を紹介して時の話等、懐かしく興味深い話だった。

３．環境省資料抜粋  
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環境省成田廃棄物規制課長が講演した「産業廃棄物処理行政の現状と今後の方

向性について」（資料７）について堀井より紹介。  

 

１．２．６  第２回  関西グループ研究部会  研究会議事録  

日  時：令和元年１２月２１日（土）１４時～１７時  

場  所：エックス都市研究所  大阪支店  会議室  

出席者：石井、山本、浦邉、北垣、鮫島、西、福岡、原田、山口、堀井（記）  

（ 50 音順敬称略）  

配布資料：  

資料１．議事次第  

資料２．令和元年度  活動計画  

資料３．講演 1 IoT、人工知能と廃棄物管理  

資料４．講演 2 AI, IoT を活用した廃棄物処理の効率的な運用  

資料５－１．話題提供  地域に貢献するごみ処理施設の新たな可能性について  

資料５－２．特別研究 G 研究の進め方 MAP 

資料６．働き方改革の効率と課題「シタラ興産  AI 選別機導入による労働環境の

改善」  

資料７．廃棄物計画研究部会  令和元年度施設見学「あべのハルカス施設見学会」

のご案内  

■研究会・幹事会議事内容  

▼部会長ご挨拶  

 ・研究部会の活動に対して、学会からフィードバックがあった  

  部会や見学会も充実しており、H.P.も分かりやすい、など  

 ・今後のスケジュール  

  1/11 第 4 回研究会・幹事会   

  5/28-29 春の討論会  

  バイオマス系廃棄物研究部会とのコラボ（廃棄物の理想と現実との乖離など） 

  災害廃棄物研究部会（京都大  浅利先生）とのコラボ打診あり  

▼講演 1「 IoT、人工知能と廃棄物管理」（エックス都市研究所  山本氏）  

・計測装置と通信装置、さらに制御装置が通信でつながったことが大きな発展  

・人工知能のネガティブな面も把握する必要がある  

・ Industry1.0~4.0 になぞらえて、 Solid Waste Management (SWM) x.0 の試

考について解説  

・ Industry4.0 と Society5.0 との関連について  

  →  Industry は SWM (Technology)の方、 Society は SWM の方  

・ごみになるまでの軌跡を、チップを用いて管理する時代も来るのではないか  
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・AI に分類されない旧来の OCR と、進化した AI による OCR の相違点  

  →  旧来はグリッドで分割して文字線の有無で識別しており誤読も多かった

が、現在は文字線の形状で認識する上に前後の単語の配置などから類推で

きるようになった  

▼講演 2「AI、 IoT を活用した廃棄物処理の効率的な運用」（日立造船  原田氏）  

▽AI,IoT 技術に対する評価方法について  

・発注者の立場から見て、性能の違い等を横並びに評価できる指標がほしい  

   パフォーマンスに優劣を付けるにあたって、模擬的な炉での評価手法につ

いて  

   →AI/IoT そのものが目的ではない、本来求められるニーズに応えることが

必要であるため、  

    そもそもプラットフォームを設けることの必要性はあるのだろうか  

   →LCC は一つの指標  

   →CO2 削減（電力削減、発電効率向上）への貢献を具体的な数値で示すこ

とは一つの指標  

・人工知能のものさしづくりは、産学官の役割ではないのか  

▽その他  

・ごみ焼却に限ったテクニカルな話だけではなく、例えば収集や処分場とい

った前後のフローなど、もっと大きな廃棄物計画の目線から見て、将来や

計画の話を広げていければよい  

・データは誰のものか？  

   →  あくまで客先のもの、契約を交わして収集させていただいている  

・省人化の目的は 3K 職場から人間を守ること、一方で熟練のテクニシャン

を守り伝承していくことも必要ではないか、熟練者の経験や知識、感覚を

何かに活かせないか  

・AI は人の出来ることを奪うのではなく、人の出来ないことをやらせるよう

に進化していくべき  

・5G の時代が来ると、即時のデータを見る／クラウドに送信することが可能

となる、処理データ量や獲られる情報量が増えるだろう  

▼話題提供「地域に貢献するごみ処理施設の新たな可能性について」（荏原環境プ

ラント  山口氏）  

・迷惑施設（NIMBY）から地域貢献施設（PIMBY）へ、 20 年間でどのように

地域に溶け込ませるか、どう継続させていくか  

▽質疑応答  

・どのくらいの規模で考えているのか、その価値はついでのものか、重みの

ある本気のものか  
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→付加価値として考えている、焼却施設を中心とした町づくりを目指した

い

・プラントメーカーは目指す町づくりに応えられるか？

→ 現状はついででしか取り組めていない、発注者側も明確に意図を明記

してコミュニケーションを図る必要があるのではないか

・ごみ処理事業の中での取り組みか、環境教育自体を独立させるかの線引き

も必要

→ 現実的には事業を分けて取り組む必要がある、専門家に入ってもらう

ことも視野に入れてはどうか

・予算のイメージについて、プラントメーカーサイドでゴールを設定したり

予算を割くのはとても負担大

・先進的、積極的な取り組みをしていることをアピールして住みたい町の上

位になるとか、住民の意識（住んでいることのおトク感、プライド）が高

まる方向のしかけがあったらよいのではないか

・廃棄物計画に対する要望

→住民の参加の在り方についても考えてほしい、環境学習の拠点になるこ

とをそもそもの計画に入れてほしい

・焼却炉のイメージは変わってきている、防災拠点、音も臭いもない、時代

背景もあって徐々に NIMBY ではなくなってきていることも考慮する必要

がある

・市民が自らごみに関心を持たねばならない、そういう意味では環境教育は

必要、理想は市民による自主運営、「これはあなたたちの施設です」という

ことを行政が考えて仕組んでいかねばならない、メーカーに任せきりでは

だめ

▼その他

・令和 2 年度の関西グループ活動内容について

→ 災害廃棄物対策に関する討議（案）

BCP 事業計画の方が最善ではないか

過去の災害時の廃棄物計画と現実との乖離など

・次回は 4/18（土）開催予定
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１．３  春の研究討論会報告（廃棄物焼却研究部会と合同企画）

『中小自治体の廃棄物管理を中長期的視点から考える』

 春の研究討論会は川崎市産業振興会館で行われた廃棄物資源循環学会春の研

究討論会の中で開催された。  

人口減・財政難の課題を抱える中小自治体の廃棄物管理において、今後も

「できるだけ有効利用した後、焼却処理－埋立」が中心となろう。一方、循環

型社会形成推進基本計画及び廃棄物処理施設整備計画では、適正処理の確保の

みならず、地域循環共生圏・地域の新たな価値を考慮することが求められてい

る。これまでの施設更新のみならず、周辺自治体も含めた地域の廃棄物をどう

していくのか？

多主体連携のもと一般・産業廃棄物の有効利用・処理処分をどう効率的に行

っていくか？中長期的視点から考える必要がある。本セミナーでは、焼却研究

部会と計画研究部会の合同企画で問題提起・共有化を議論した。  

● 話題提供テーマとパネリスト構成

開会挨拶 : 廃棄物計画研究部会代表  石井  一英（北海道大学）

１．話題提供  

１）「地域循環共生圏での廃棄物の一体的な処理について」  

廃棄物焼却研究部会  戸崎  正裕氏（㈱タクマ）  

２）「中小規模都市を対象とした廃棄物系バイオマスによるバイオガス事業の

フィージビリティスタディ」

北海道大学寄附分野バイオマスコミュニティプランニング分野  落合  知氏

３）「中小自治体の廃棄物管理の考え方」  

廃棄物計画研究部会  石井  一英氏（北海道大学）

４）「中小焼却施設の現状と将来」  

廃棄物焼却研究部会  高岡  昌輝氏（京都大学）

２．パネルディスカッション  

コーディネーター：稲葉  陸太氏（国立環境研究所）

パネラー：戸崎  正裕氏、落合 知氏、石井  一英氏、高岡  昌輝氏

閉会挨拶 : 廃棄物焼却研究部会代表  高岡  昌輝（京都大学）
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１）　地域循環共生圏での廃棄物の一体的な処理について　　廃棄物焼却研究部会　戸崎　正裕氏（（株）タクマ）
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２）中小規模都市を対象とした廃棄物系バイオマスによるバイオガス事業のフィージビリティスタディ　北海道大学寄付分野　落合　知氏
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３）中小自治体の廃棄物管理の考え方　廃棄物計画研究部会　石井　一英氏（北海道大学）
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４）中小焼却施設の現状と将来　廃棄物焼却研究部会　高岡　昌輝氏（京都大学）
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１．４  秋の企画セッション報告

『地域に新しい価値を見出す廃棄物計画（１）』

－新時代の廃棄物管理と計画～平成の総括と令和の展望～－

 秋の企画セッションは東北大学で行われた廃棄物資源循環学会第３０回研究

発表会の中で開催された。  

廃棄物計画研究部会では、少子高齢化に伴う人口減少、都市部への人口集中等  

の社会環境の変化、自治体の財政逼迫、災害対応、持続可能な循環型共生社会の  

形成を目指し、廃棄物処理計画のあり方を検討してきた。  

 日本は今年度５月に改元され、社会的にも新時代の展望が議論されるようにな

り、廃棄物や資源循環の分野も例外ではない。一方、世界では国連のＳＤＧｓ、

欧州の循環経済およびプラスチック戦略などの取り組みが進んでいるが、それら

国際情勢との連動もますます不可避となっている。また、日本は様々な統計デー

タが世界的にみても充実しており、廃棄物分野でも環境省による自治体単位の実

態調査結果が整備されている。こういった背景をふまえ、自治体担当者と本研究

部会代表も交えて討論し、自治体の廃棄物管理と計画に関する平成の総括と令和

の展望をさらに明確にする議論をした。  

● 講演テーマとパネリスト構成

司会進行：稲葉  陸太（国立環境研究所）  

代表挨拶：石井  一英（北海道大学）  

１．講演  

１）「平成における廃棄物管理と計画の総括」

中石  一弘氏（㈱エックス都市研究所）

２）「 2030～ 50 年に向けた新たな廃棄物計画のコンセプトとその支援ツール

～国－自治体を接合した一般廃棄物モデル～」  

田崎  智宏氏（国立環境研究所）

２．パネルディスカッション

コーディネーター：稲葉  陸太氏

パネラー：中石  一弘氏  田崎  智宏氏  西田  憲一氏（三重県）  石井 一英氏  
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１） 平成における廃棄物管理と計画の総括　中石　一弘氏（（株）エックス都市研究所）
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１．  ５  特別研究グループ「地域につながる廃棄物処理施設研究」活動報告  

山口茂子  川崎重工業（株）  

特別研究グループメンバー   

１．５．１  研究の目的  

地域に多面的価値を創出するごみ処理施設が期待されはじめている。「迷惑施

設」からの脱却を目指し、エネルギーの創出、ごみ・環境の学び、温浴、そのほ

か地域に応じた付加機能を設け、地域に貢献する価値を創出していこうという施

設が増えてきている。  

価値を創出するための温浴施設、環境学習施設などのハードの整備も重要であ

るが、重要なことは、「整備されたハード」を適正に機能させ、活用していくこと

ではないだろうか。施設に生命を吹き込む運営を行い、地域住民の幸福度の高い

暮らしに貢献することで、はじめて価値が創出されたと言えるのではないか。  

本研究により、廃棄物処理施設を地域とつなげ、「公共の施設」の一つとしてと

らえることで、豊かな人の暮らしにつながる新たな価値を創出する可能性や地域

貢献に寄与する運営手法を追求することを目的としている。  

 

１．５．２  特別研究グループメンバー  

特別研究グループメンバーは、下記に示すとおりである。（敬称略、五十音順）  

氏名  所属  備考  

山口茂子  川崎重工業（株）  リーダー  

臼井直人  （株）エックス都市研究所   

押谷  一  酪農学園大学   

北垣  剛  東芝三菱電機産業システム（株）   

小林健一  八千代エンジニヤリング（株）   

白川百合恵  （公財）日本環境整備教育センター   

橋本  治  日本大学   

三品雅昭  さいたま市   

山崎  衛  パシフィックコンサルタンツ（株）   

（オブザーバー）  

氏名  所属  備考  

有田義隆  パシフィックコンサルタンツ（株）   

濱中俊輔  （公財）日本環境整備教育センター   

堀井安雄  （株）エックス都市研究所   

石井一英  北海道大学大学院  代表・助言等  

稲葉陸太  （国研）国立環境研究所  幹事長・助言等  
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１．５．３  研究の流れ

 研究の流れは以下のとおりとした。実施内容については、進捗状況及び毎年の

研究の成果等に応じて適宜見直しを行うこととする。  

１年目  

（ 2019 年度）

主に基礎調査  

「知る・把握する」 

文献やインターネット等による事例調査を

ベースに実施する。コミュニティ活用や地

域資源活用により、地域に新たな価値をも

たらした事例等の調査を行う。調査結果は、

簡易な分類やキーワード整理を行う。また、

フィールド調査として、アンケートやヒア

リング調査を実施し、解析を行う。

２年目  

（ 2020 年度）

主 に 基 礎 調 査 結 果

の 解 析 お よ び 詳 細

調査、現地確認  

１年目で実施した基礎調査の解析を行い、

廃棄物処理施設の計画等に活用できる手法

の洗い出しを行う。さらに、効果的と思わ

れる事例や手法について、詳細な調査を実

施。必要に応じ、現地調査を行う。  

３年目  

（ 2021 年度）

プロセスの検討 事例調査と調査結果の解析、現地調査等を

踏まえ、コミュニティの力を活用した廃棄

物処理施設運営に関する取り組みに関し、

具体的な対象を設定し、対象に用いること

ができる可能性がある手法を導くための条

件設定およびプロセスについて検討する。  

また、規模の大小にかかわらず、コミュニ

ティの活力を用いた実証を視野に入れる。

１．５．４  活動記録及び実施内容

2019 年度は、下記のとおり調査・活動を行った。

活動  № 001 記録者 山口  茂子

活動年月日 2019 年４月 13 日（土）

活動場所 京橋

活動の種類 ミーティング

参加者  

（敬称略、五十音順）

グループメンバー：臼井、白川、橋本、山口

オブザーバー：落合
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内容

１  廃棄物処理施設におけるイベントに参加した学生のアンケートについて

⇒４月 27 日にアンケートを実施。

２  廃棄物処理施設に関するイメージの変化についてのヒアリング

廃棄物処理施設の変遷を知る一組（元）職員へのヒアリングは可能か。

⇒機会があれば実施積極的に実施していく  （橋本様よりご調整いただけると

のお申し出あり）

活動  № 002 記録者 山口  茂子

活動年月日 2019 年４月 27 日（土）

活動場所 都内

活動の種類 アンケート・ヒアリング

参加者  

（敬称略、五十音順）

グループメンバー：山口

解析：グループメンバー

内容

１  イベントに参加した学生のアンケートの実施

⇒「一緒に同じ経験をする」、「一緒に実行する」ことの重要性、学びへの効

果を実感できた。

⇒小学生の子どもたちへの発信力を発揮するのは、大人ではなく、同世代の

子どもあるいは、「少し」お兄さん・少しお姉さんである高校生や大学生で

はないか。

⇒「実効性の高い（ある）学び」とは何か

活動  № 003 記録者 山口  茂子

活動年月日 2019 年５月 28 日

活動場所 都内（公財）日本環境整備教育センター会議室

活動の種類 ミーティング

参加者  

（敬称略、五十音順）

グループメンバー：白川、橋本、山口

オブザーバー：濱中

内容

キックオフミーティング

１  特別研究グループの設立趣旨

⇒山口から説明

２  研究グループメンバーについて

⇒北垣様：ご所属先の都合で保留中
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 関西グループから堀井様がオブザーバーとして参加  

 日本環境整備教育センター  濱中様がオブザーバーとして参加（白川様よ

りご推薦）  

３  活動内容＆スケジュール  

⇒グループの名称を「地域につながるごみ処理施設研究 G」から「地域につな

がる廃棄物処理施設等研究 G」に変更する案が出された。水処理施設、浄化

槽、そのほか、人の生活に不可欠でありながら、迷惑施設と位置付けられ

る施設を広く考えていくことが目的。次回、計画部会にて諮ることとする。 

４  活動成果の扱いについて  

・論文の投稿  

・学会等での発表  

 ⇒上記について、当グループの研究成果を活用することができるか。  

 活用可能とする。ただし、具体的な施設名称や個人名、団体名が含まれる

場合は、事前に確認等を行うこととする。  

 ⇒押谷先生、山口で、秋の年会に向け、発表原稿をとりまとめ中。（別途配信） 

５  その他  

⇒白川様より論文資料の提示あり。意識を把握するアンケートの実施に関す

る検討。  

 規模や範囲、条件設定が厳密なアンケート調査は、費用もかかり実施は現

実的ではないと考えられる。低コスト、低負荷で実施できる調査を検討。

小さいものでも積み上げていきたい。  

⇒環境学習施設研究部会でも「環境学習施設のあるべき姿」を作っていこう

としている。そのなかで新たな視点として、地域に多面的価値をもたらす

廃棄物処理施設の付加価値として、大きな期待が寄せられるのが学習機能

であるという視点を入れていく（春の討論会セミナー）。学習施設は、施設

運営等に係る考える会メンバーを多く背後に抱えていることから、相互に

メリットがある連携を提案していきたい。アンケートも学習施設と連携が

可能か検討してみたい。／環境に関心がない層の意識も把握していきたい。 

⇒橋本様は多くのアンケートを実施してきている。今後もご知見、経験から

ご助言をお願いしたい。  

⇒ごみ処理の世界に「ソーシャル」、「人の心理」のように、簡単に数値で測

れないものがかかわりを持ってきている。どう評価するかといった議論も

これから必要。  

⇒よい資料、書籍等があれば、メーリングリストを活用し、積極的に発信、

情報の交換を図っていく。  

６  次回ミーティング  
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⇒計画部会の開催日と合わせていくと参加しやすいと考えられる。７月２７

日（土）の部会・昼食会終了後に１時間程度ミーティングを実施する。  

＊７月５日（金）廃材をテーマに昭和女子大  環境デザイン学科学生の中間グ

ループ発表を予定。希望の方は、環境分野の専門家・企業人として傍聴＆コ

メント参加可能。（８月２日（金）も予定／最終発表。学生・企業・社会をど

うつなぐかについて模索したい。  

 

活動  № 004 記録者  山口  茂子  

活動年月日  2019 年６月 21 日  

活動場所  三田  

活動の種類  活動報告  

報告者  山口  

内容  活動報告に基づき、進捗状況を報告した。  

 

活動  № 005 記録者  山口  茂子  

活動年月日  2019 年７月 27 日  

活動場所  中央区立環境情報センター  研修室２  

活動の種類  活動報告  

報告者  山口  

内容  活動報告に基づき、進捗状況を報告した。  

 

活動  № 006 記録者  山口  茂子  

活動年月日  2019 年 7 月 27 日  

活動場所  京橋  

活動の種類  ミーティング  

参加者  

（敬称略、五十音順）  

グループメンバー：山口、小林、橋本、北垣、三品  

オブザーバー：石井先生  

内容  

今後の進め方  

１  調査のながれ  

（１）  施設計画における付加価値の位置づけ  

施設の計画において「付加価値（地域貢献等）」がどのように考えられている

か、またどのようなかたちで各種計画に付加価値に相当するものが示されてい

るかについて調査を行う。  

⇒調査は、数年のあいだに建設された施設計画の洗い出しにより実施する。
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また、廃棄物分野だけでなく、環境、都市計画、福祉等において幅広く行う。 

（廃棄物分野）廃棄物処理計画、施設整備計画  

（廃棄物以外の分野）環境、福祉、都市計画等  

（２）  要求水準書における記載  

要求水準書において「付加価値」がどのように記載されているか調査を行う。 

２  研究グループメンバーについて  

北垣様、三品様に参加いただくこととなった。  

３  一組 OB へのヒアリング  

 ８月１３日  寺島先生（橋本様、白川様、山口）  

 ８月１５日  速水様  （橋本様、白川様）  

４  その他  

 ７月 27 日  研究会において、計画部会  三村様より病院と介護施設を連携し

整備した事例資料をご提供いただいた。  

 

活動  № 007 記録者  山口  茂子  

活動年月日  2019 年 9 月 19 日（木）  

活動場所  東北大学  

活動の種類  研究発表  

参加者  グループメンバー：山口、（押谷先生）  

内容  

第３０回廃棄物資源循環学会研究発表会において、研究発表を行った。  

＊発表者：山口、指導：押谷先生  

「地域に貢献するごみ処理施設の新たな可能性について  ―コミュニティ再

生・地域再生の中核として―」＊第３ ０回 廃棄物資源循環学会 研 究発 表会  講演集より  

 

活動  № 008 記録者  山口  茂子  

活動年月日  2019 年 12 月 21 日（土）  

活動場所  エックス都市研究所（大阪）  

活動の種類  研究会  

参加者  

（敬称略、五十音順）  

グループメンバー：山口  

内容  

話題提供として、発表を行った。  

コメント：  

・イベント等の開催で注目され、メディアに取り上げられる施設もある。自分
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の住む町の施設が注目されれば、「誇り」につながっていくのではないか。  

・廃棄物以外との連携が必要ではないかということだが、どういったところが

考えられると思うか。  

・コンサルは、どう考えたらよいか。  

 

 

活動  № 009 記録者  山口  茂子  

活動年月日  2020 年１月 11 日（土）  

活動場所  中央区立環境情報センター  研修室２  

活動の種類  活動報告  

報告者  山口  

内容  活動報告に基づき、進捗状況を報告した。  

 

１．５．５  研究報告（中間）  

（１）  イベントに関係した学生アンケート・ヒアリングについて  

１）結果概要  

イベントの開催場所は、廃棄物焼却施設であったが、施設そのものが新しいこ

ともあり、廃棄物処理や施設に関するネガティブなイメージを受けた様子はなか

った。しかしながら、ごみ処理そのものに対し、特段の関心が向けられたという

ことが感じられるコメントは少なかった。ごみを処理する「場」が、活動場所と

して開かれることで、こういった施設もあるんだ、面白いなという認識を持つ学

生いた。  

施設を活用していく際に、「ごみ」、「環境」のみをテーマにしていくと閉鎖的に

なりがちであるが、開放的に場を活用することで、間接的でも、ごみ処理と人・

地域をつなげられる可能性があると感じた。また、積極的にコミュニティを作っ

ていこう、活動を広げていこうという学生グループのパワーは地域にとり非常に

貴重であり、特にリーダー的役割を務めることができる人材が育つ場にもなって

いることが伺えた。  

２）考察  

廃棄物処理施設を公共施設の一つとして捉えたときには、多くの可能性がある

のではないか。  

最近では、廃棄物処理施設および併設の環境学習施設等を活用し、フリーマー

ケットなどのエコイベントが開催されるケースもめずらしいことではない。そう

いったイベント開催の場に学生や NPO などの市民団体、そのほか、環境活動等に

関心を持つ住民等の活動の場になることで、廃棄物処理施設の公共性が高まるの

ではないか。  
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さらに、全国的には、工場の見学等においてボランティア制度を取り入れてい

る施設もある。ボランティアに応募するのは、定年を迎え、何らかのかたちで社

会に貢献したいという思いを持つ人も見られる。定年を迎えても体力・気力とも

にまだまだ活躍できる人も多い。さまざまな人の活動の場所として機能させてい

くことでも、「場」としての価値が高まるのではないか。  

 

（２）  ヒアリング調査結果  

施設建設における住民意識の変化や行政の対応などについて、古くからごみ処

理行政にかかわる方にヒアリングを実施した。ヒアリング結果は、以下に示すと

おりである。  

１）寺嶋均先生ヒアリング結果  

ａ．概要  

日  時： 2019 年 8 月 13 日（火）  14 時～ 16 時  

場  所： JR 巣鴨駅  

対応者：寺嶋  均  様  

参加者（敬称略、五十音順）：橋本、白川、山口  

記  録：白川  

ｂ．要旨  

  焼却施設に対する社会的受容の変化について  

・各清掃工場により、周辺住民などの反応は様々である。  

・例えば、建て替え前の板橋工場では換気設備などなく、作業者が耐えきれずに

窓ガラスをあえて割り、屋内の排気を外に放出していた。また、葛飾工場や足

立工場でも排ガス処理設備がなく、工場で働く職員を含め周辺住民は清掃工場

に対し、いわゆる「ごみ焼き場」という嫌悪感を抱いていた。  

・北工場、豊島工場では近代的な設備（電気集塵機など）を導入し、５〜 10 年か

けて運営協議会を設置し住民対応を行ってきた。  

・近代的設備や施設を安定的に運転してきた実績により、住民等の信頼を得られ

たと感じている。北工場、豊島工場、千歳工場では建て替え時に強い反対意見

は出ていなかったと記憶している。  

・ごみ焼却施設等の設置に対し強固に反対し対立を煽るような人には、自己顕示

欲が強く、中途半端な知識を持ち合わせているような人が多い傾向にあるよう

に感じる。  

・ごみ焼却施設のような施設の設置に当たっては周辺住民の積極的賛成はありえ

ず、消極的な「やむを得ない」という結論を導く事になる。説明会等で対応す

る行政側の職員が信頼するにたる人物であるかを、住民側は態度や姿勢を見て

判断しており、対応する行政職員の「人間力」が問われる。行政職員には、反
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対意見を集約する住民側のリーダー的存在の人（人望があり、決断力がある人）

を見極め、対話を進めていく必要があると感じている。  

・地方における清掃工場の設置の際も、同様である。従前の焼却施設に対する「イ

メージ」を基に、周辺住民等は反対する傾向にある。また、地方では建て替え

の際、候補地が限られている都心部とは違い、建て替え用に既存施設の横に用

地を確保していたとしても、新しい土地を検討して設置される場合が多いよう

に感じる。  

・ごみ処理以外の社会的機能を焼却施設に求める傾向については、地域の需要度

を高めるための取り組みの１つである（詳しくは、環境技術会誌にまとめてい

るので参照されたし）。住民意見の取り入れ機会を設ける意味合いも持つ。どう

いう機能が求められているのか、プロポーザルする民間企業だけでなく行政も

検討を行い設計条件に加えるべきではないか。  

・焼却施設における環境学習機会等の提供については、プラントメーカー各社が

多種多様な努力しているところ。  

・焼却施設の設置にかかる訴訟件数の推移についてはまとめていない。行政とし

ては、定められた手順に従ってフェーズごとに手続きを実施していれば敗訴す

る可能性は極めて低い。  

・施設設置に反対する人に理屈で説明しても通用しない。感情論に相対せざるを

得ない状況が出てくるので、対応する行政担当者には、柔軟性やずる賢さを含

めた「人間力」を兼ね備えている必要があると感じる。  

  民間委託について  

• 民営化された工場では、効率的な運営の為、 IoT 技術を駆使し運転員を削減し

ている場合が多い。しかし、異常事態の発生時など急な対応を要する際に限ら

れた人員で対応できるのか疑問である。完全な無人化は実証段階にあると聞い

ているが、不可能ではないかと思う。運転員の削減についてはメリット・デメ

リットを精査のうえ、さらに検討されるべきである。  

• 東京二十三区清掃一部事務組合では、運転員を養成するため技術・技能の訓練

機関として、清掃技術訓練センターを平成 20 年 10 月に新江東清掃工場内に開

設した。地方ではこのような取り組みはなされていないので、 DBO では運転員

の質に不安が残る。  

• 例えば、欧州のドイツやスイスでは、中央管理室には人員を多く配置せず、現

場の設備ごとに運転員が配置されている場合が多い。  

  都内二十三区で分別収集に差がある事について  

・政治的な経緯があり実現は簡単ではないと思うが、都でまとめて回収すべきだ

と思う。熱心に分別をしたからといってゴミの総量が減るわけではない。  
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２）速水章一先生ヒアリング結果  

ａ．概要  

日  時： 2019 年 8 月 15 日（木）  13 時～ 15 時 30 分  

場  所：日本環境衛生センター  

対応者：速水章一  様（日本環境衛生センター  研修事業部  技術審議役）  

参加者（敬称略、五十音順）：橋本、白川  

記  録：白川  

ｂ．要旨  

  住民意識の変化について  

・供給施設に比較して恩恵を感じ難いという施設の特性上、住民の反対は依然と

して存在していると感じる。（例えば、地権者の強硬な反対により建設候補地を

変更せざるを得なくなったケース、施設建設までに 10 年を要したケース、覚

書や協定書当により建替えは別の建設候補地を検討せざるをえないケース、な

ど）  

・ BANANA (Build Absolutely Nothing Anywhere Near Anything) という言葉も

あるように、公共施設の重要性は理解しており、普段はごみ処理を意識してい

ないが、実際に身近にごみ処理施設が建設されることがわかると、問題として

認識し始めるのではないか。住民の反対は常に出てくるので、住民意識に時代

的（世代的）な変化はないように感じる。一方、2000 年度の東京都の採用試験

において、清掃局を希望する人が多かったことから、世間一般の「ごみ処理」

というイメージが「環境」にシフトしていることがうかがえる。  

・東京では建設候補地が限られており、反対する住民も他に選択肢がないことを

認識しているので、地方に比較すれば理解が得やすいといえるのではないか。

都心と地方で差があるように思う。  

・大都市では「ダイオキシン」に対する住民の不安はほとんど見られないが、地

方では、未だにダイオキシン問題のイメージが払しょくできていない傾向がみ

られる。大都市と地方では、環境問題の認識に差がある可能性がある。  

・住民が反対する要因は主に「不安」と「不満」に分けられ、健康への影響、悪

臭の発生、農作物への影響、地価の低下など「不安」については行政職員の努

力により軽減することができる一方、不公平感や公表時期の不適切性、用地選

定過程の不透明性など住民の抱える心理的な「不満」については、緩和するこ

とが非常に難しいと感じる。住民の「不満」を無視し強行すれば「怒り」に変

化し紛糾するため、行政には解決不能であると考える。  

  ごみ処理施設に多用な機能が求められていることについて  

・５年ごとに改訂される国の「廃棄物処理施設整備計画」の記載内容が変化して
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いるように感じる（地球温暖化対策、災害対策、地域振興等）。例えば、 10 年

ほど前から「熱回収施設」と言われてきた。国の政策が地方行政政策にも影響

を与えているのではないか。  

・ごみ処理施設の設置にあたって、ごみの焼却以外の社会的機能について住民側

と議論できるというのは、事業過程における 1 つのターニングポイントとみな

すことができるのではないか（環境や健康に対する不安が低減した後の状況）。 

・ごみの焼却以外の社会的機能を求める傾向は、 PPP 型事業に対する期待の高ま

りと連動して、近年高まっているように感じる。日本において、ごみ焼却施設

に対し、ごみ焼却以外の機能を持たせる大きなきっかけになったのは、杉並清

掃工場の高井戸市民センターではないかと思う。近隣に熱供給をしていたこと

もあったが、需要側・供給側双方にメリットがなく、廃止された。

・都市計画や街づくり計画とごみ焼却施設設置計画を連携させている取り組みは、

中央清掃工場や有明清掃工場など以外に、地方でも見られるようになった。

・ごみ焼却施設における環境学習機会について、日本では社会科見学の一環とし

て施設を訪問する取り組みが定着しており、一定の効果を発揮しているのでは

ないか。一方、環境学習を提供する講師（専門家ではなく、地元のボランティ

アなど）の説明内容が間違っていたりする場合もあるので、正しい知識を備え

た講師の養成も必要であると思う。

 都内二十三区で分別収集に差がある事について

・住民の意識、開発時期、地域産業構造の違いによって、リサイクルに温度差が

あると思う。税収の多い区ほどリサイクル（分別回収）を多く実施し、住民の

意向を尊重する区では分別を外部に委託する傾向があるのではないか。分別基

準は社会的な背景によっても変化すると思う。

 海外の状況

・ EU 圏やその影響を受ける国では PFI 方式がとられることが多い。大都市では

料金回収制度の定着が進むが、地方都市ではごみの収集体制がない、あるいは

よくマネジメントされていない。例えば、インドネシアのある州では、回収で

きないごみが多いことから、 1 日の発生量は 6,000 トンであるのに対し、日処

理量 2,000 トンの施設が設置された。また、同じ国でも地方によって気候や風

土、産業構造、カウンターパートが異なることから、一概に同じ施設を設置で

きるわけではない。東京都でも、一般廃棄物の全量回収が達成されたのは 1980

年代半ばである。

・日本の地方自治体による国際協力活動には、首長の影響が大きく、力の入れ方

にゆらぎがある。海外へ日本の技術を移転するにあたって、国内の自治体に適

切な人材が少なく、支援体制が構築できていないことがボトルネックになって

いるように思う（東京一組の国際協力室は例外）。国内の廃棄物系コンサルタン

54



トであっても、国内と海外の仕事両方に対応できる人材が非常に少ないと感じ

る。かといって、特定のプラントメーカーの技術者に頼ろうとするとコンプラ

イアンス上問題である。また、実際に事業を実施するとなると、現地に長期滞

在し先方の組織の中で活動する人材が必要になる。

 その他

・市町村にごみ処理施設建設を経験する職員がほとんどおらず、事業推進手順へ

の理解が不足している。住民説明など、必要な対応がおろそかになっている可

能性がある。一方、焼却施設の耐用年数は 30 年ほどであり、今後も施設建設

の設置に関係する市町村の担当職員の負担は変わらないはずである。

・一般廃棄物処理施設における産廃プラの受け入れについて、施設建設時に検討

の俎上にのることはない。産廃プラといっても領域が広いので容易に判断でき

ない。もしも、一般廃棄物処理施設において処理が必要になった際は、住民説

明会を開催する等対応が必要になるだろう。

３）考察  

ａ．ごみ処理を伝えることについて

 「反対運動全盛期はバッチ炉が主流であり、ごみの投入口はかまどのような造

りで、ごみを投入するたびに粉じんが舞い上がった。クレーン捜査員は、粉じん

が舞い上がる上で作業を行っており、視界が悪く難儀をしていた。住民は、この

ような環境でのごみ処理が強く印象にあったことから、強い反対運動につながっ

たものと考えられる、反対派には、全連続式の最新のごみ処理設備を見てもらう

ことで理解を得ていった」とのお話があった。  

 最近よく耳にするのは、反対派あるいは、不安に感じている住民を最新式の施

設見学に引率すると、「これだったら建設してもいい」といった考えに変化すると

いう話である。また、「ごみを処理する施設」というだけで、現場にはうず高くご

みが積み上がり臭気を放っているのではないか、不潔な場所ではないかと思って

いたという印象を持つ人もいる。こういった人は、実際の施設を見るだけでも、

大きくイメージの好転が図られるように感じる。  

地域の廃棄物処理施設には、小学校４年生が社会科の学習のために見学に訪れ

ることが多い。見学コースでは、家庭から出るごみをどのように処理しているの

か、ごみピットや焼却炉室、ボイラなどの設備を見せながら説明をしている。子

どもたちには、家庭での分別が大切といったことや、３Ｒなどについても説明を

し、啓発取り組みも行う場合が多い。しかしながら、地域によっては、ごみ処理

施設に関する知識を伝える担い手が十分でないケースもよく見られる。ボランテ

ィアに頼るケースもあるが、指摘のコメントがあったように、人材育成は簡単で

はない。また、人材不足により同じ人に頼りすぎるあまり、「主」のようになって

しまうボランティアが出るといった悩みを耳にすることも多い。  
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一般向けには、ホームページなどを活用し、排ガス測定値を公開するなど、安

全性を伝える取り組みは行われている場合が多い。  

今後は、安全な技術、安定的な運転を継続的に発信することも大切になってく

るのではないかと感じる。何をしているのか見えないことは不安につながる。「伝

わる」ことを意識し、情報を適正に発信し続けることも、地域とつながることの

一つになると考えられる。  

ｂ．住民との対話について  

ヒアリング結果からは、担当者は非常に辛抱強く、住民との対話を継続してき

たことがうかがえる。対話の場につくには、「人間力」が求められるという。住民

側に、対話ができる人を見極めていくことも重要といったコメントからは、当時

の担当者の苦労が伝わってくる。人と人の付き合いにはマニュアルは適用されな

い。ごまかそう、避けようとすれば、怒りにつながる危険もある。人によっては、

反対することが目的ではなく、自己顕示欲の場を求めている場合もある。近道も

ないが、時間をかけて「ごみ処理」という問題に向き合っていくことで、運命共

同体のような関係ができることもある。  

ｃ．廃棄物処理施設が近隣にあるメリットとは  

 施設の付加価値としては、学習や防災機能といったほかに、図書館などの公共

機能を付加することも考えることができるとのお考えであった。  

 これらの付加機能を持って、安心で安全な暮らしにつなげていくことも大切で

はないだろうか。

（３）  コミュニティを生かす・コミュニティが形成される運営の可能性

ごみ問題を共有することで、人と人のつながり＝コミュニティができることが

ある。また、ごみ処理施設での活動のなかで、コミュニティが形成される、ある

いは熟成されることもある。  

少子高齢化、超高齢化、単身世帯の増加など、さまざまな社会問題に対して、

人のつながりが大切であるという考え方がよく見られるようになってきた。コミ

ュニティデザイナーという職業も注目されており、人と人のつながりを作りなが

ら、まちの計画づくりや課題解決に臨むというものである。  

廃棄物処理施設を地域のコミュニティ再生・地域再生の核となる場所と捉え、

地域貢献の新たな可能性について、（一社）廃棄物資源循環学会  第 30 回研究発

表会での発表原稿に整理した。（「地域に貢献するごみ処理施設の新たな可能性に

ついて－コミュニティ再生・地域再生の中核として－」山口茂子（荏原環境プラ

ント）押谷  一（酪農学園大学）
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（４）  運営とは何か  

１）施設・設備を活用し続ける

環境学習や啓発機能等を備えた廃棄物処理施設が建設され、運営に入った後、

その機能が効果的に活用され熟成していくことは重要である。現状では、多くの

施設が、徐々に来場者数が減り、元気がなくなっていくことを想定しているので

はないかと思われる発言を耳にすることもある。  

しかしながら、ごみ問題はすぐには解決することでなく、人の暮らしからごみ

が排出する限り、人と切り離せないものである。地域の人とのつながりは、希薄

になっていくものより、熟成していくことがより望ましいのではないか。  

また、近年、しばしば提案事項に見られる災害が発生した際に一時的な避難場

所として機能させるという点でも、地域に対してどのように周知するのか、実際

に災害が発生し、見学者等の外部からの訪問者が施設内におり、帰宅が困難とな

った場合、どのように行動するのかといった課題もある。場合によっては、地域

ボランティア等との連携も必要になってくると考えられる。  

学習・啓発の拠点と位置付けた場合には、学習や理解は継続的に何らかの学び

の場を得ていくことが必要であり、また分別協力を促す必要性からも、ごみ処理

に関する情報発信を継続することは重要であると考えられる。最新の設備を備え

た見学者コースも見られるようになってきているが、設備は設置して終わりでは

なく、設置したところからどのように活用していくかが運営のスタートである。  

運営とは、整備された施設や設備を効果的に活用し続けることだと言えるので

はないか。  

２）ごみと人をつなぐ  

ごみの定義は、使わなくなったもの、不要になったものとされる。  

ごみはよほど特殊な暮らし方をしていない限り、どこの家庭からも毎日発生す

る。ごみ処理にあたっては、一人ひとりの協力が不可欠と言える。高齢者など、

正しく分別して排出することが困難な住民問題もあるが、特殊な状況でなければ、

家庭での正しい分別が必要である。ごみ処理は家庭から始まっていると考えても

いいのではないか。ごみは家庭から排出されると同時に、忘れ去られるのではな

く、ごみ処理情報を発信し続けることで、ごみと人、家庭をつなげることができ

ていくことが望ましいのではないか。

（５）  今後の調査・検討課題

今後の調査・検討の流れを図 1-5-1 に示した。

廃棄物処理施設を地域の「活動の場」と考えたときに、どのような可能性があ

ると言えるか。  

地域の活動の場として、計画に含めて行くためには、どのような連携が考えら
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れるか。例えば、ごみ・環境分野、まちづくり分野、社会福祉分野など、さまざ

まな連携が考えられる。  

運営という視点から見ると、公園などの公共施設においても、コミュニティを

活用した事例が見られる。  

２年目は、廃棄物処理施設に限らずに、住民の力、コミュニティの力、連携等

により効果的な運営を行ったり、住民の活動の場になっていたりするなど地域に

とって多面的な価値を創出している事例などについても追及をしていきたい。  

 さらに、廃棄物処理施設が地域に位置することで、どのような機能を有したら

よいか、地域性をどのように考えたらよいか、また、総合計画や市町村の他部門

の計画と連携や調整できる可能性はあるのか、発注の際には、どのように記載を

していくのがよいのかとったことについても、事例等の収集や調査を行っていき

たい。  

図 1-5-1 研究の流れ

１．５．６  おわりに

手探りで進むなか、本研究グループ活動に際し、グループメンバー、オブザー

バーとして参加くださり、助言、資料等の提供をくださった皆さま、研究会のな

かで発表等の場をくださった関係者の皆さまに、心から感謝を申し上げます。  
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１．６  施設見学会報告

１．６．１  概要  

（ 1）開催日時 :2020 年  2 月 22 日（土） 14:30～ 19:30

（ 2）施設名称 :あべのハルカス  バイオガス施設

（所在地  大阪市阿倍野区阿倍野筋 1 丁目 1 番 43 号）

（ 3）見学者： 11 名（うちオブザーバ参加 4 名）  (50 音順・敬称略 )

部会員：石井部会長、浦邊顧問、尾葉石、北垣（報告者）、原田、三村、山口

オブザーバ：上田・上野・丸谷 (NPO 法人木野環境）、大川 ((株）総合水研究所 )

（ 4）対応者

西畑宏昭氏 :近鉄不動産株式会社アセット事業本部ハルカス事業部  部長

塩田憲明氏 :株式会社神鋼環境ソリューション水環境技術本部産業水処理技術

部  課長  

（ 5）見学会スケジュール

14： 30 部会長挨拶  

14： 35 話題提供①「あべのハルカス及び廃棄物管理について」西畑氏より  

15： 00 話題提供②「あべのハルカス  バイオガス施設について」塩田氏より  

15： 30～ 19： 30 施設見学（途中、意見交換会を開催）  

１．６．２  あべのハルカスについて

あべのハルカスは、関西屈指のターミナルである阿倍野・天王寺エリアに立地

する 2014 年開業の日本一高い（ 300m）ビルであり、 B5F～地上 60F 間に駅、百貨

店、オフィス、ホテル、美術館、展望台等を有する複合施設。レストランやテナ

ント各店舗で発生した厨芥は、地下３ F あるいはレストランフロアに設置したデ

ィスポーザにて破砕・スラリー化され、配管を通じて最深部の B5F に移送された

後、メタン発酵設備にてエネルギー化と大幅な減容化が図られている。発酵槽消

化液は厨房排水処理施設にて処理された後、下水放流されている。  

１．６．３  見学会詳細  

話題提供①では、まずあべのハルカスの企画・設計・施工やエネルギーマネジ

メントについての説明があった。再エネについては、バイオガス以外にも太陽光・

風力・落水発電も採用とのこと。廃棄物管理については、30 品目に渡る分別・運

搬ガイドをテナント教育用に作成、厨芥については発酵不適物の混入防止のため

ディスポーザへの投入を専門業者に委託、バイオガス回収量が計画より少なくか

つ自家消費時には単価の高い都市ガス代替利用のメリットが大きいため発電用途

利用を停止しボイラーで全量利用、といった興味深い内容が紹介された。  

 話題提供②では、日本初の超高層複合施設内のオンサイトシステムならではの

観点からの説明があった。計画段階では、特に B5F 設置のため火災リスクに配慮

した設計を実施とのこと。運転段階では、初年度に油分由来の発酵阻害を生じた
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が、対策を講じ以降は安定稼働を実現している、とのこと。ただし日投入量が計

画 3tに対し 2tに留まっていることがガス回収量の計画値未達の要因、とのこと。  

 施設見学では、バイオガス施設を中心に、発電設備・蓄電設備・受変電設備・

制振設備等の視察も実施。バイオガス施設では、 B5F のワンフロアに収めるため

の様々な設計上の配慮が見られた。非常に清潔に管理されており、生ごみ臭も感

じず、ディスポーザの利点を感じた。また移動にはバックヤードに設置のエレベ

ータを利用したが、高速ではあるが待機時間もあり階の上下動には一定の時間を

要した。ここにもごみ搬送に伴うヒト・エネルギー・昇降設備・臭気を省略でき

るディスポーザの利点を大いに感じた。  

１．６．４  所感  

今回は、他分野のインフラや行政サービス等との連携による廃棄物処理のトー

タルコスト削減や効率化をテーマに、ディスポーザ＋メタン発酵を有するあべの

ハルカスの見学会を企図したが、見学を通じてその有効性を確認できた。

また他分野の優れた取り組みに触れることは、さまざまなヒントを与えてくれ

る貴重な機会であることを認識した。例えば超高層複合施設として強みを生かし

たエネルギー利用のポートフォリオの構築が、バイオガス量の未達やエネルギー

単価の変動に対応しうるレジリエントなバイオガス施設としての成立につながっ

たと考えられるし、超密集商業地において駅・百貨店の営業を行いながらも建設

を実現させた様々な工法は、代替地の確保が困難な都市部における廃棄物処理施

設のリプレイスにも活用できると考える。  

なお今回見学した設備は、あべのハルカスが主催する以下のツアーで見学可能

とのこと。受入は団体に限り、料金も必要とのことであるが、機会があれば大阪

が世界に誇るランドマークを支えるバックヤードに訪れることをお勧めしたい。  

＜あべのハルカス探検ツアー＞  

 https://www.abenoharukas-300.jp/tour/ 

１．６．５  おわりに  

本見学会の開催にあたり、西畑、塩田両氏、並びに近鉄不動産（株）及び（株）

神鋼環境ソリューションの関係者の方に多大なご協力を頂き、ここに深謝いたし

ます。  
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２  ．  話題提供

令和元年度は、活動実績で示したとおり、関東にて４回の研究会を行い、関  

西にて２  回の勉強会を行った。関東で行った第１回から第３回の研究会は、９  

月に東北大学で行われた企画セッションの準備として、企画セッションの講演予

定者に話題提供していただき、発表の内容に関しての議論を行った。  

ここでは関東の第１回、第２回と第３回の研究会及び関西の第１回と第２回

の勉強会で話題提供をしていただいた内容についてまとめた。  

話題提供をしていただいた題目は以下のとおりである。

２ .１  第１回研究会  

「中小規模都市を対象とした廃棄物系バイオマスによるバイオガス事業

のフィージビリティスタディ」  

北海道大学寄付分野 落合   知

２ .２  第２回研究会

「維持可能な循環型社会への転換方策の提案」

（国研）国立環境研究所  田崎  智宏 稲葉  陸太

２ .３  第３回研究会

「平成における廃棄物管理と計画の総括」

㈱エックス都市研究所 中石  一弘

２ .４  関西グループ第１回勉強会

２ .４ .１ 「現在の廃棄物焼却処理の課題と対応策～今後のあるべき姿～」

㈱アクトリー 水越  裕治

２ .４ .２ 「廃棄物計画と関わりを振り返って」

元和歌山大学 金子  泰純

２ .５  関西グループ第２回勉強会

２ .５ .１ 「ＩоＴ、人口知能と廃棄物管理」

㈱エックス都市研究所  山本   攻

２ .５ .２ 「ＡＩ、ＩоＴを活用した廃棄物処理の効率的な運用」

日立造船㈱  原田  浩希

２ .５ .３ 「地域に貢献するごみ処理施設の新たな可能性について」

荏原環境プラント㈱  山口  茂子
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