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３  研究報告  

３．１  「清掃業務専門職の考察―八王子市の生活環境職の設置を通じて―」

中川和郎

はじめに

八王子市は、新たな専門職の清掃職員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清掃

業務専門職を設置して、そこに新規採用するという考え方である１）。  

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。  

本稿では、生活環境職が誕生に至るまでの背景及び過程について論じていく。 

１．技能労務職員

一般に清掃職員は技能労務職員に該当する。技能労務職員とは、一般職に属

する地方公務員で、清掃職員、調理員（学校給食員）、用務員、自動車運転手、

守衛、電話交換手等の労務を行う者のうち、技術者及び監督者以外の者をいう。

別名「単純労務職員」ともいい、労働関係その他の身分取扱いは、原則として地

方公営企業法の企業職員に関する規定が準用される。すなわち清掃職員の技能労

務職における地方公務員法上の位置付けは、地方公営企業法第  37 条から第  39 

条までを適用している。  技能労務職員は、争議権は否定されているものの、労

働組合結成権、労働協約締結権を含む団体交渉権が認められるほか、原則とし

て、労働組合法及び労働関係調整法が適用される。  

技能労務職の清掃職員の役割としては、ストリートレベルの公務員であると

もいえる。リプスキーによれば、公的サービスを必須とする受給者に、サービス

を提供する、公的セクターの最末端部分における官僚制システムである。当初は

警官の組織を研究することで工夫された概念であるが、やがて住民などの顧客に

サービスを提供する第一線に位置する部門、具体的には、地方自治体などで、住

民にサービスを提供している福祉事務所や相談所、収容施設に拡張され、さらに

は、学校や病院、診療所、清掃事務所なども含まれるようになった。このような

組織では、サービスの送り手はストリートレベルの公務員として、公的な権威に
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依拠し、さらに、サービス資源を独占することで受け手の日常生活のもっとも身

近なところで影響を与えている２）。すなわち、現場レベルで決断できる役割

（権限）を持っているのである。  

 

２．八王子市の清掃事業概要  

八王子市は、多摩地域の中でも比較的早く都市化が進んだ地域であることから、

第二次世界対戦前から市街地中心のごみ収集と処理が行われてきた。  

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、八王子市は直営事業主体によるごみ収集を進めていった。 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。 1998 年（平成 10 年）に、

技能労務職の清掃職員の新規採用を停止した。  

 

３．脱単純労働へ  

1984 年（昭和 59 年）４月 20 日に八王子市行財政調査委員会は、八王子市長か

ら八王子市の行財政全般にわたって時代に即応した合理的な行財政運営を図るた

めに、①八王子市の行政改革に関する方策、②八王子市の財政運営に関する方策

の２つの事項について諮問を受けた。そして、1985 年（昭和 60 年）３月 30 日に

八王子市長に最終答申した３）。  

清掃事業については、清掃費の一般会計に占める割合が 1983 年（昭和 58 年）

で 7.2 %と高く、１ｔ当たりの処理単価が 38,043 円で、当時の多摩 26 市では武

蔵野市の 38,918 円に次いで高く、最低の武蔵村山市の 2.5 倍になっている。民間

委託については、「内部努力ができないとすれば、民間委託も考えなければなるま

い」ととどめており、今までの労使間の話し合いを尊重するものになっている４）。 

処理単価が高かった一つには、ごみ収集車の３人乗務が挙げられていた。当時

のごみ収集車は３人乗務制が基本だった。特に道幅４ｍ以下の狭い道路沿いのご

み収集の場合は、ごみ収集車を道路上に駐停車するが、車両の反対側及び後部か
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ら車が来た場合に迅速に移動させなければならず、そのために運転手１人を残し

て、２人でのごみ収集を実施していた。ごみの重量は重く、中には２人で一緒に

運んでごみを収集する場合もあり、清掃職員はごみ収集する作業を積み重ねるこ

とにより腰痛を抱え持病となっているケースが少なくなかった。従って、あくま

でも労働過多にならない措置で３人体制がとられていたのである。しかし、人員

削減の合理化の波には勝てず、 2001 年（平成 13 年）４月に可燃ごみ収集車の２

人乗車を本格的に導入した。  

2004 年（平成 16 年） 10 月にごみの有料化を実施した。実際にごみ有料化の実

施には、清掃業務の技能労務職員の協力が欠かせなかった。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、延

べ 1,721 回（注１）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５）。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。 2007 年（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

棄物処理政策を実現するための施策展開を遂行した。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づ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６）。有料化・戸別収集
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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。  

八王子市では「脱単純労務職（脱単）」をスローガンに掲げ、清掃職員を単純な

労務作業のみを行う作業人という位置づけから、ごみに関して何でも知っている

エキスパートとして捉え直す。 2011 年（平成 23 年） 10 月に掲げた現場に求めら

れる脱単純労務職については、以下のとおりである。  

 行政と地域住民とのインターフェースとして、  

ア )現場職員が地域団体に業務として参加し政策情報を提供する。  

イ )日常の業務の中で、住民と直接コミュニケーションをとり、政策情報とし

てのニーズを把握する。  

  ウ )住民から収集した政策情報をもとに、自治体政策を立案する。  

 エ )現業現場で立案した政策を自治体政策として行政に反映する。  

専門性を活かした現場力・実践力の発揮として、  

ア ) 高齢者世帯等支援サービスを必要とする世帯への安否・生活状況確認と自

治体での情報共有。  

イ ) 災害対応マニュアルに基づいた現業職場への対応。  

ウ ) 地域を巡回する現業関係車両で安全パトロール（防犯、事故、急病等の初  

動対応）を実施する。  

  エ )現場判断による速やかな対処（権限を持ったリーダーによる直接対応）  

 オ )災害や緊急事態での現場関連施設を活用した住民保護など安全提供  

縦割り行政を払拭する総合性の発揮として  

 ア )地域コーディネーターとして現場・事業所間の調整を行う。  

 イ )高い専門性により組織された技能職グループとして行う公共サービスの

提供。  

 ウ )部局・課に縛られない予算執行に基づいた公共サービスの提供。  

2014 年（平成 26 年）には、①直営を基本とした現業公共サービスの確立、②

現業公共サービスの意義を掲げ、八王子市職員組合の独自要求は「現業職の脱単

純労務職化の推進と、新規採用の実施による持続的な現業組織体制の確立」が中

心課題となっていた。このうち、脱単純労務職化に向けた取り組みでは、各現業

職場の将来ビジョンを確認し、脱単純労務職化に向けた具体的な職務内容を労使

の政策委員会で協議する段階となった７）。  

清掃職員の確保に向けた交渉については、 2015 年（平成 27 年）より議論し始

めた。 2016 年（平成 28 年）から 2018 年（平成 30 年）まで、市職員労働組合と

資源循環部長が継続的に協議した。 2018 年（平成 30 年）に資源循環部長が総合

経営部長、行財政改革部長、総務部長に清掃職員を採用するように要請した。  
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４．生活環境職の誕生と業務内容  

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。  

生活環境職は市民に身近かな仕事をする職員という位置づけであり、業務内

容は、①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、樹木剪定等）、②①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）等）である。  

生活環境職の職員募集は、 2019 年（平成 31 年）１月であり、清掃職員とし

ては 20 年ぶりの採用であった。 54 人（女性３人）が応募し、民間廃棄物処理

業者で勤務していた人からの応募が多かった。一次試験合格者が 15 人。最終

合格者が 11 人（１人辞退）、10 人（全員男性）が 2019 年（平成 31 年）４月に

採用された（注２）。  

 

５．生活環境職への期待  

生活環境職に期待されることは、現場からの発想での政策立案であろう。すな

わち、職員参加による政策づくりである。  

職員参加とは、清掃行政の政策の決定や実施の過程に職員が実質的な影響を及

ぼす行為である８）。その動機づけとしては、一つ目として、清掃職員にとっての

働きがいや生きがいは、人員や労働時間や賃金などの労働  条件によって決まる

わけではない。同じ労働条件の下でも、政策の内容がいかに働きがいのあるもの

であるかどうかで大きな違いが出てくる。そして、働きがいややりがいのある仕

事を築いていくことに当の職員自ら参加していかなければならなくなる。次に、

職員はこうした参加の過程で、自らの能力や現場作業で得た経験や感覚を生かす

ことができる。そして、こうした参加の場を通じてこそ職員は自己の業務内容や

職場を自己点検し、労働側の利害を総合的な価値基準の立場から自主的・主体的

に自己制御する機会や運動力を持つことができるのである９）。  

そして、今後の循環型社会における廃棄物処理政策と自治体の役割は、大量生

産、大量消費、大量廃棄の使い捨ての生活スタイルからライフスタイルを見直し

99



持続可能な社会の構築である。今後、環境保全・持続可能な社会を構築するには、

行政の力だけではなく地域や地域住民の力が必要不可欠となる。そして、日々の

日常の収集業務の中で廃棄物処理行政の最前線で地域や地域住民と接している清

掃職員は、地域や地域住民の中にある政策情報を収集し、政策を企画・立案する

とともに、市民協働のコーディネーター役を目指すことが欠かせない。  

そのうえで、人材育成の面からも生活環境職のような清掃業務専門職の職員

を定期的に採用して養成していくことが不可欠である。松藤敏彦は事務職（行政

職）の職員のジョブローテーションについて２・３年という短期間での異動に

ついての弊害を指摘している。有害物に対する対応、資源化の推進、分別数の

増加などに対応するための適正な廃棄物処理と資源化を推進していくうえで、

専門な知識を持った職員が必要であるとしている。そして、短期の異動は知識

の蓄積を困難とし、プロフェッショナルと育成できないとしている 10）。清掃

業務で培われた現場特有の経験を積み重ねることで清掃職員の資質は向上し、

住民ニーズに合った清掃サービスを提供していく人材として育っていくこと

になる。

おわりに

廃棄物処理行政は、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。「生活環境職」のようなかたちで、清掃業務専門職の職員

を継続的に採用していけば、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。  

【注】  

（１） 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）  

（２） 2019 年３月 28 日、八王子市職員労働組合の笹川勝宏氏へのヒアリング
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３３３３．２．２．２．２                                            市街地清掃工場の影響範囲について市街地清掃工場の影響範囲について市街地清掃工場の影響範囲について市街地清掃工場の影響範囲について     

    ―地価変動と住民意識による推定――地価変動と住民意識による推定――地価変動と住民意識による推定――地価変動と住民意識による推定―    

Study on influence range of  urban area Incineration plant 

-Estimation based on land price f luctuation and residents consciousness-  

        

                                                                                                                    日本大学理工学研究所日本大学理工学研究所日本大学理工学研究所日本大学理工学研究所         橋本橋本橋本橋本     治治治治     

    

３３３３．．．．２２２２．１．１．１．１     はじめにはじめにはじめにはじめに    

    清掃工場(以後「工場」という)は公衆衛生の確保や焼却熱による発電など社

会的に重要な施設であるが、地域のイメージダウン、環境への悪影響、安全性の

不安、景観破壊、地価下落による経済的影響など多くの負の要素を有していると

いわれている。過去の深刻な公害問題などに起因して、社会通念上から迷惑施設

とされてきた清掃工場が立地すると、その周辺の地価が下落すると考えられてき

た。国土交通省の「不動産鑑定評価基準」 1 )においても、不動産価格を形成する

地域、個別要因として、嫌悪施設の有無が示され、工場はその代表的な施設とな

っている。籠は、「嫌悪施設の立地問題」 2 )の中で環境問題が全くないとしても多

くの人に嫌悪される施設が立地すること自体に起因して、資産価値の低下懸念が

あると述べ、工場の立地は負の要因として地価を下落させる作用があるとしてい

る。地価下落は多くの要因の影響を受ける地価の性質から、解決が難しく地域イ

メージの低下とともに工場立地の大きな障害の一つとされている。 

このため、工場毎の地価変動と影響範囲の実態把握は、工場の地域評価を行う

指標となる。また、地域住民の工場に対する意識・イメーの影響範囲を把握する

ことは、直接的に地域での工場に対する評価となる。 

工場の周辺地価変動と影響範囲調査と地域住民の工場に対する意識・イメージ

の実態把握を行うことにより、今日の工場の地域における位置づけを示し清掃工

場立地計画における有用な情報となる。 

表1　調査対象工場  隣接地、対象地　概要

項目 工場隣接地 対象地

工場周辺状況

工場からの距離 工場の南東、道路をはさんで隣接 工場から北西約2300m

駅からの距離・環境 ＪＲ目黒駅から800ｍ，住宅街　区道に面する 地下鉄駅から800ｍ，住宅街　　区道に面する

地区 普通住宅地 普通住宅地

地番 目黒区目黒１－１５　　目黒区三田２－１５ 目黒区青葉台3-8、９

清掃工場周辺状況

工場からの距離 道路を挟んで隣接 工場から北へ800m

駅からの距離・環境東武線小村井駅より900m、中小工場と住宅混在 京成線八広駅より500m、中小工場と住宅混在

地区 中小工場地区 中小工場地区　

地番 墨田区東墨田２－２．３　　墨田区東墨田１－３ 墨田区東墨田２－２６

工場からの距離 東急東横線高架、道路をはさんで隣接 工場から南へ700m

駅からの距離・状況 JR渋谷駅から700m　　商業と住宅混在 JR恵比寿駅から200m　商業、事務所と住宅混在

地区 普通商業・住宅併用地区 普通商業・住宅併用地区

地番 渋谷区東１－３１　　渋谷区東２－２３、２５ 渋谷区恵比寿西１－１０、１２

清掃工場周辺状況
繁華街に近い高密度市街地に立地、北東、北西面は道路をはさんで住宅、南西面は

JR山手線、南東面は、東急東横線をはさんで住宅

住宅地に立地、東、南面緩衝緑地をはさんで住宅隣接、　西面目黒川、北面国研究所
目

黒

工

場

中小工場地区の工場や住宅に隣接して立地、南i面空き地　東面旧中川、
墨

田

工

場

渋

谷

工

場

表表表表１１１１     調査対象工場調査対象工場調査対象工場調査対象工場     隣接地・対象地隣接地・対象地隣接地・対象地隣接地・対象地     概要概要概要概要     
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３．３．３．３．２２２２．２．２．２．２     研究の目的研究の目的研究の目的研究の目的    

市街地清掃工場立地に寄与するため、工場立地の影響範囲を地価変動と住民の工

場に対するイメージにより推定することを目的とする。 

    

３．３．３．３．２２２２．３．３．３．３     研究方法研究方法研究方法研究方法     

((((1111))))    地価変動と影響範囲の調査方法地価変動と影響範囲の調査方法地価変動と影響範囲の調査方法地価変動と影響範囲の調査方法     

    (a(a(a(a))))    調査対象工場と調査地点調査対象工場と調査地点調査対象工場と調査地点調査対象工場と調査地点     

東京 23 区の住宅地工場（目黒）、工場地工場（墨田）、 

業務地 注 1 工場（渋谷）の３工場について隣接地地価の経年変化を含め影響範囲

の調査を行った。 

地価調査地点は、工場立地の影響を直接受けると考えられる工場に隣接する地

点（以後、隣接地）、及び、隣接地の地価変動を比較評価する工場の影響を受けな

いと考えられる 800～ 2300m 離れた環境・周辺条件が隣接地と近似した評価対象地

点（以後、対象地）を実地踏査により選定した表 1。 

(b(b(b(b))))    地価変動の調査方法地価変動の調査方法地価変動の調査方法地価変動の調査方法    

調査時点は、最も工場立地の影響を受けると考えられる竣工時とした。また、

参考として影響を受けないと考えられる建設公表 3 年前、工場が安定稼働する竣

工 3 年後、及び 2013 年について影響範囲の調査を行った。 

地価変動は、工場立地の影響がないと考えられる建設公表 3 年前の、隣接地と

対象地の地価比（隣接地地価/対象地地価）を基準地価比とし、各建設段階、各時

点の地価比を基準地価比で除した値を標準地価比とし地価変動の評価を行った。

標準地価比が 1.0 より大きい場合は、地価の上昇を示し、小さい場合は地価の下

落を示す。 

基 準 地 価 比 ＝ 建 設 公 表 3 年 前 各 調 査 地 点 の 地 価 ／ 建 設 公 表 ３ 年 前 対 象 地 地 価  

式-1 

標準地価比＝各時点、各地点の地

価比／基準地価比    式-2 

(c(c(c(c))))    地価変動範囲の調査方法地価変動範囲の調査方法地価変動範囲の調査方法地価変動範囲の調査方法     

地価変動範囲の調査は、工場か

ら対象地方向に 250m 毎に調査地

点を定めた。調査地点の選定は、

現地調査を行い隣接地と同様に選

定した。なお、目黒工場は対象地

方向（北西）に艦艇技術研究所、

防衛研究所等があるため北方向に

0.46780.46780.46780.4678

0.89900.89900.89900.8990

1.00671.00671.00671.0067

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

1.1

1.2

1.3 標準地価比

立地・竣工後年数

図1 清掃工場立地による地価変動

（標準地価比の経年変化）

目黒（住宅地）

墨田（工場地）

渋谷（業務地）

竣工後

図１図１図１図１     清掃工場立地による地価変動清掃工場立地による地価変動清掃工場立地による地価変動清掃工場立地による地価変動     

                （標準地価比の経年変化）（標準地価比の経年変化）（標準地価比の経年変化）（標準地価比の経年変化）     
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迂回した地点を選定した。渋谷工場

は、対象地までの 750m を調査範囲と

した。 

(2) (2) (2) (2) 地域住民の意識調査方法地域住民の意識調査方法地域住民の意識調査方法地域住民の意識調査方法     

 清掃工場に対して地域住民が持つ

イ メ ー ジ の 意 識 調 査 は 、 2016 年 ～

2019 年にかけて行った千歳、北、豊

島、目黒 注 2 の 4 清掃工場に対する、

地 域 住 民 のアンケート調 査 ３ )の結

果を用いた。各調査における調査質

問 Q1-2 「清掃工場に対してどのよ

う な イ メ ー ジ を お持ちで す か？」 

の回答を距離毎に分類して評価を行

った。また、 Q4 「清掃工場に対す

る不安の有無」の回答も距離毎に評

価を行った。 

 

３．３．３．３．２２２２．．．． 4444    調査結果調査結果調査結果調査結果     

(1)(1)(1)(1)    清 掃 工 場 立 地 に よ る 地 価 変 動 と清 掃 工 場 立 地 に よ る 地 価 変 動 と清 掃 工 場 立 地 に よ る 地 価 変 動 と清 掃 工 場 立 地 に よ る 地 価 変 動 と

影響範囲影響範囲影響範囲影響範囲    

各工場の隣接地の地価変動（標準地価

比）の経年変化を図１に示す。 

各工場の影響範囲を標準地価比の距離

による変化として図 2,3,4 に示す。 

(2)(2)(2)(2)    住民意識工場の影響範囲住民意識工場の影響範囲住民意識工場の影響範囲住民意識工場の影響範囲     

 清掃工場に対する地域住民のイメー

ジと距離、清掃工場に対する不安と距

離との関係を図 5,6 に示す。 

    

３．３．３．３．２２２２．５．５．５．５     考察考察考察考察    

(1(1(1(1))))    各工場の隣接地地価の経年変動について各工場の隣接地地価の経年変動について各工場の隣接地地価の経年変動について各工場の隣接地地価の経年変動について    

目黒工場は都心の住宅地に建てられた清掃工場として注目を集めた工場で、立地

による地価の下落とその後の回復を明確に表している典型的な例といえる。竣工

時の標準地価比は 0.468 で地価は大きく下落している。 

墨田工場は、墨田区の東に位置し、旧中川に面した住宅と小工場が混在する工

場地（中小工場地区）に立地している。自区内処理の原則に従い 1979 年に工場建

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20
標準地価比

工場からの距離 km

図2 清掃工場地価影響範囲(目黒工場）

建設公表前（1978）

竣工（1991）

3年後（1994）

22年後（2013）

図図図図 2222    清掃工場清掃工場清掃工場清掃工場地価影響範囲（目黒工場）地価影響範囲（目黒工場）地価影響範囲（目黒工場）地価影響範囲（目黒工場）     
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標準地価比

工場からの距離 km

図3 清掃工場地価影響範囲（墨田工場）

建設公表前（1988）

竣工(1998）

３年後（2001）

１５年後（2013）

図図図図３３３３     清掃工場清掃工場清掃工場清掃工場地価影響範囲（墨田工場）地価影響範囲（墨田工場）地価影響範囲（墨田工場）地価影響範囲（墨田工場）    
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標準地価比
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図4 清掃工場地価影響範囲（渋谷工場））））

建設公表前(1988)

竣工(2001)

3年後(2004)

12年後(2013)

図図図図４４４４     清掃工場清掃工場清掃工場清掃工場地価影響範囲（渋谷工場）地価影響範囲（渋谷工場）地価影響範囲（渋谷工場）地価影響範囲（渋谷工場）    
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設計画が公表され、東京都、墨

田区、地域住民が一体となり建

設が進められ大きな反対運動も

なく計画に沿って建設が行われ

た。工場立地の障害となる地域

の拒否反応も少なく順調に立地

が進んだ工場であり、地価の変

化にもその状況が現れている。

竣 工 3 年 後 の 標 準 地 価 比 は

0.888 となったが、竣工 15 年後

の 2013 年には 0.999とほぼ計画

公表前の水準に戻っている。 

渋 谷 工 場 は 、 渋 谷駅南 500n

の事業所ビルや商業ビルが多い

繁華街近くの業務地に立地する

都心型の工場となっている。立

地による地価変動は少なく竣工

時の標準地価比は 1.007 となっ

ている。 

地価が下落しない要因は明確

ではないが、業務地として景観

破壊や地域イメージの悪化より

も、業務上の利便性や不動産と

しての土地収益性などの影響が

大きいものと考えられる。 

(2)(2)(2)(2)    地価変動の範囲地価変動の範囲地価変動の範囲地価変動の範囲     

 目黒工場の影響範囲図では、竣工時に 1250m 程度まで標準地価比の低下がみら

れた。建設公表 3 年前、2013 年時点では、明確な変動範囲は見られなかった。墨

田工場では、隣接地のみが地価変動を示し 250m 及び 500m 地点では変動は見られ

ず影響範囲は 250m 以下となっている。渋谷工場の影響範囲については、隣接地の

地価変動もなく影響範囲は認められなかった。 

(3)(3)(3)(3)    地価、住民意識、環境、住宅価格の影響範囲について地価、住民意識、環境、住宅価格の影響範囲について地価、住民意識、環境、住宅価格の影響範囲について地価、住民意識、環境、住宅価格の影響範囲について    

 地価、住民意識以外の要素による影響範囲について、住民の迷惑感、環境項目

（臭気）、住宅価格変化を表２に示す。秋山らは住民の迷惑感（反対）が及ぶ範囲

についてアンケートによる調査 4）では、迷惑感を感ずる住民が 50％となる距離

は 4000m と推定している。また、柏原 5）は工場による直接的な環境影響（臭気）
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図5 清掃工場に対するイメージと距離
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図図図図５５５５     清掃工場清掃工場清掃工場清掃工場に対するイメージと距離に対するイメージと距離に対するイメージと距離に対するイメージと距離     
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図6 清掃工場に対する不安感と距離
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図図図図６６６６     清掃工場清掃工場清掃工場清掃工場に対する不安感と距離に対する不安感と距離に対する不安感と距離に対する不安感と距離     

表2　調査項目による影響範囲比較　　　　　

調査項目 影響範囲　 ｍ

目黒工場住宅地地価 1250

墨田工場工場地地価 ＜250

渋谷工場業務地地価 ー

住民の迷惑感・50%反対率4) 4000

臭気による影響範囲::5) 400～500

埋立処分場近隣住宅資産価値6) 800

表２表２表２表２     調査項目による影響範囲比較調査項目による影響範囲比較調査項目による影響範囲比較調査項目による影響範囲比較     
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が住民意識に影響を与える範囲は、 400～ 500m としている。不動産価格への影響

調査としては、埋立処分場が住宅価格に与える影響を英国全土で詳細に調査した

結果が 2003 年２月に英国環境・食料・地方事業省から公表されている。公表され

た 調 査 報告 6 ） に よ る と 、英国 全 土 の 11,300 箇所の埋立処分場 周 辺 に お け る

592,000 軒の住宅の統計的な資産価値の解析では、埋立処分場による不動産の資

産価値の減少は、距離に関連があり、800m 程度まで影響を受けることが示されて

いる。 

 

３．３．３．３．２．６２．６２．６２．６     まとめまとめまとめまとめ     

・工場立地による地価変動の影響範囲は、竣工時期、時間経過、立地地域により

異なり、厳密な推定値ではないが、地価の影響は住宅地で 1000ｍ程度と考えられ

る。 

・好意的な住民意識は、距離によりわずかな上昇傾向があり、工場に対する不安

は、距離により減少する傾向がみられたが、影響範囲の推定はできなかった。 

・本研究における、地価変動調査と住民意識調査から清掃工場の地域への影響範

囲は 1000ｍ程度と推定することが出来る。 

    

    

＜参考文献＞＜参考文献＞＜参考文献＞＜参考文献＞    

1）不動産鑑定評価基準 (2007): 国土交通省 ,pp.6-10. 

2）籠義樹：嫌悪施設の立地問題 ;麗澤大学出版会 .2009 年  

3）橋本治  他：防災機能を持つ市街地清掃工場立地に関する研究その２、その３：第 28。

29 回廃棄物資源循環学会研究発表会講演論文集 .2017、 2018 

4） 秋 山 貴  他 :廃 棄 物 処 理 施 設 に 対 す る 住 民 の 迷 惑 感 と 距 離 の 関 係  廃 棄 物 学 会 論  文 誌  

Vol16 No6 pp429-440 2006 

5) 柏原士郎  他 :環境問題を発生させる施設の影響圏について：  

地域施設の適正配置に関する研究  日本建築学会近畿支部  

研究報告集  計画系  第 19 号、 pp265-268 1979 

6)  A study to estimate the disamenity costs of landfill in Great Britain , 2003 feb , 
Department for Environment Food and Rural Affairs  （ pp-43 Table 5.1）  

 

注 1 業務地：事務所、商業、住居ビルが混在する地域、高度商業地、繁華街  

注 2 2019 年 11 月に調査実施のため未発表資料を使用  
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３．３  研究会会員が関係する研究発表等のリスト

３．３．１  秋の研究発表会・一般セッション

※ 複数著者の発表については、研究会会員名のみ掲載した。

Ａ１ -２ -Ｏ  長井市における 20 年間の生ごみ分別収集量の変遷と人口動態が及

ぼす影響･･････岡山朋子（大正大学）  

Ａ１ -６ -Ｏ  活動の拡大とごみ総量の減少－「天神祭ごみゼロ大作戦」－２年目

の成果 -･･････花嶋温子（大阪産業大学）  

Ａ２ -６ -Ｏ  教育現場における新しい環境教育の試みとその課題－廃棄物教育の

実践例をもとに－･･････劉  庭秀（東北大学）  

Ａ３ -４ -Ｏ  ＳＤＧｓ 12.3 への取組のための家庭系食品廃棄物組成調査の 区

分･･････岡山朋子（大正大学）  

Ａ３ -５ -Ｏ  都市部の家庭から排出される食品ロスの実態把握調査････････････

岡山朋子（大正大学）  

Ａ３ -６ -Ｏ  農業地区の食品ロスの組成：多量の未利用食品を含むごみ袋の影

響･･････岡山朋子（大正大学）  

Ａ３ -７ -Ｐ  見切り品による食品ロス発生抑制実態の実証研究 ･･･････････････ 

福岡雅子（大阪工業大学）  

Ａ４ -３ -Ｏ  土石系循環資源の将来の需給バランスの都道府県別推計･･････････

田崎智宏（国立環境研究所）  

Ａ５ -２ -Ｏ  資源循環の質を考慮した異なるリサイクル率指標の比較・検討 ･････

田崎智宏  稲葉陸太（国立環境研究所）  

Ａ５ -３ -Ｏ  回収ルートの違いが小型家電リサイクル制度に与える影響－使用済

み携帯電話を事例に－･･････劉  庭秀（東北大学）  

Ａ５ -４ -Ｏ  一般廃棄物フロー全国モデルを用いた市町村別対策効果の推計････

田崎智宏  稲葉陸太（国立環境研究所）  

Ｂ１ -３ -Ｏ  自治体における環境啓発キャラクターがごみ減量への影響効果に関

する研究･･････劉  庭秀（東北大学）  

Ｂ２ -２ -Ｏ リサイクル・リユースの質の向上に関する事例分析 ･･････････････

田崎智宏（国立環境研究所）

Ｂ２ -４ -Ｏ ごみ集積所の管理と高齢化の関係－つくば市における実態アンケー

ト調査より－･･････田崎智宏（国立環境研究所）

Ｂ２ -５ -Ｏ 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）  

Ｂ２ -６ -Ｐ 防災機能を持つ市街地清掃工場立地に関する研究  その４－住宅地
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と業務地の清掃工場に対する住民意識の地域比較－ ･･･････････････

橋本  治（日本大学）  

Ｂ２ -９ -Ｐ  一般廃棄物焼却施設および粗大ごみ処理施設の施設集約検討に向け

た地図データの作成･･････田崎智宏  稲葉陸太（国立環境研究所）  

Ｂ４ -１ -Ｏ  災害廃棄物処理計画の特徴と課題分析：キーワードから見えたも

の･･････劉  庭秀（東北大学）  

Ｂ５ -２ -Ｏ  八王子市の廃棄物処理政策の転換－大量廃棄から省資源化へ－ ････

中川和郎（八王子市民活動協議会）  

Ｃ１ -３ -Ｏ  宮城県内の二次資源賦存量推計－パソコンを事例として－････････

齋藤優子（東北大学）  

Ｃ４ -17 -Ｐ  牛ふんメタン発酵消化液を用いた土着微細藻類の培養条件に関する

基礎的研究－栄養塩添加と pＨの比増殖速度への影響－････････････

石井一英（北海道大学）  

Ｃ５ -12 -Ｐ  資源作物ジャイアントミスカンサスのメタン発酵利用に関する研

究･･････石井  一英（北海道大学）  

Ｄ１ -７ -Ｐ  下呂市クリーンセンターにおける汚泥混焼実績 ･････････････････

鮫島良二（プランテック）  

Ｄ２ -３ -Ｏ  スギ /ポリエチレン混合物の共熱分解におけるシナジー効果 ･･･････

齋藤優子（東北大学）  

Ｄ４ -４ -Ｏ  MnO2/Mg-Al 系層状複水酸化物の創製とＮＯ処理への応用･････････

齋藤優子（東北大学）  

Ｄ５ -３ -Ｏ  竪型火格子式ストーカ炉ボイラ熱回路の電気回路による解析 ･･････

鮫島良二（プランテック）  

Ｄ６ -３ -Ｏ  ポリ塩化ビニルを塩素化剤とした一般廃棄物焼却飛灰に含まれる重

金属の塩化揮発･･････齋藤優子（東北大学）  

Ｄ６ -４ -Ｏ  竪型火格子式ストーカ炉整流装置の飛灰量抑制効果（粉体シミュレ

ーションによる検討）･･････鮫島良二（プランテック）  

Ｅ３ -２ -Ｏ  クローズドシステム処分場における散水と浸出水の関係性に関する

考（その２）･･････石井一英（北海道大学）  阿賀裕英（北海道道立

総合研究機構）  

Ｅ３ -６ -Ｐ  パーシステントホモロジーによる廃棄物埋立層の間隙構造解析 ････

鈴木和将（埼玉県環境科学国際センター）  

Ｅ４ -６ -Ｐ  砕石を用いた受動的な空気流入による埋立廃棄物の安定化促進実

験･･････鈴木和将（埼玉県環境科学国際センター）  

Ｅ５ -10 -Ｐ  最終処分場の廃止および跡地利用に関するアンケート調査････････

石井一英（北海道大学）  
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Ｆ１ -３ -Ｏ  水相からイオン会合体相への Sr2+および Cs+同時抽出プロセスの検

討･･････齋藤優子（東北大学）  

Ｆ２ -４ -Ｏ  太陽光パネル用封止材に用いられるエチレン -酢酸ビニル共重合体

の紫外線劣化･･････齋藤優子（東北大学）  

 

３．３．２  秋の研究発表会・国際ハイブリッドセッション  

ＩＡ -２  Generat ion of  and solut ions to  canal  waste:  a  case s tudy in Bangkok ･･････

Rieko Kubota（National Inst i tute for Environmental Studies）  

ＩＡ -３  Basic  s tudy on waste generat ion in construct ion and demoli t ion s i tes in 

Hanoi･･････Rieko Kubota（National Inst i tute for  Environmental Studies）  

ＩＣ -２  Developing a  Cl  recovery process  for  PVC wastes  under  the guidel ine of  ex -

ante l i fe cycle assessment･･････Yuko Saito（Tohoku Universi ty）  

ＩＣ -４  Estimation model  of  end-of -l i fe  next -generat ion vehicle:  Focusing on hybrid 

vehicle in  Japan  ･･････Jeongsoo Yu（Tohoku Universi ty）  

Ｉ Ｃ - ５  Limits  and potentia l  of  second -hand automobile  parts  in  Japanese 

market･･････Jeongsoo Yu（Tohoku Universi ty）  

 

第 30 回廃棄物資源循環学会研究発表会講演集はＪ -ＳＴＡＧＥより閲覧できます。 

https: / /www.js tage. js t .go. jp/browse/jsmcwm/30/0/_contents / -char/ ja  

 

３．３．３  研究機関の情報提供  

（１）  北海道大学大学院工学研究院関連の研究発表及び関連講演リスト  

○研究発表（廃棄物資源循環学会以外のもの）  

・高橋  恵介 ,  石井  一英 ,  阿賀  裕英 ,  佐藤  昌宏 ,  落合  知：中小自治体の中長期

廃棄物管理シナリオに関する研究－富良野生活圏を対象にして－ ,  土木学会論

文集 G, Vol.  75,  No.6,  2019（査読あり）  

・Kazuei  Ishi i ,  Toru Furuichi ,  Satoru Ochiai  and Masahiro Sato:  Waste  Management 

Strategies  based on Biomass Uti l izat ion in Japan, 17th Internat ional  Waste  

Management and Landfi l l  Symposium, 2019  

・Afif Faiq Muhamad, Kazuei Ishi i ,  Masahiro Sato,  Sator u Ochiai：インドネシアスラ

バヤ市における分散型  ＭＲＦ  システムによる埋立廃棄物削減方策 ,  第 47 回

環境システム研究論文発表会 ,  2019  

・直井  佑希子 ,  石井  一英 ,  小泉  達也 ,  佐藤  昌宏 ,  落合  知 ,  藤山  淳史：情報提

供および可燃ごみ袋有料化が生ごみ分別行動に及ぼす要因に関する研究  －土

浦市を対象とした社会実験を通して－ ,  第 47 回環境システム研究論文発表会 ,  

2019  
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○講演  

・石井一英：講演、中小自治体の廃棄物管理の考え方 ,  令和元年度初の研究討論

会セミナー「中小自治体の廃棄物管理を中長期的視点から考える」 ,  廃棄物資

源循環学会廃棄物計画研究部会・廃棄物焼却研究部会 ,  川崎市産業振興会館 ,  

川崎市 (2019.6.5）  

・石井一英：講演、中小自治体の廃棄物管理の考え方 ,  令和元年度初の研究討論

会セミナー「中小自治体の廃棄物管理を中長期的視点から考える」 ,  廃棄物資

源循環学会廃棄物計画研究部会・廃棄物焼却研究部会 ,  川崎市産業振興会館 ,  

川崎市 (2019.6.5）  

・石井一英：講演、廃棄物系バイオマスのメタン発酵導入促進に向けた課題と展

望、バイオマスエネルギー技術と事業化・経営セミナー in  東北、バイオマス

エネルギーの地域自立システム化実証事業ワークショップ「 FIT 制度に頼らな

い事業の実現に向けて」、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発

機構、みずほ情報総研株式会社、 TKP ガーデンシティ仙台、仙台市 (2019.7.9)  

・石井一英：コメンテーター ,  富士宮朝霧バイオマスシステム推進シンポジウ

ム ,  富士開拓農業協同組合など ,  富士宮市役所特大会議室 ,  富士宮市

(2019.7.19)  

・Kazuei  Ishi i :  Keynote lecture ,  Waste  and Biomass to Energy toward Biomass 

Community P lanning,  2019 Energy and Resources Integrated Technology Round 

Table Forum, National  Taipei Universi ty of  Technology,  National  Taipei  Universi ty 

of  Technology,  Taipei ,  Taiwan(2019.9.12)  

・石井一英 ,  講演 ,  FIT に頼らない牛ふんバイオガスプラント ,  地域と再生可能エ

ネルギーに関するセミナー ,  農林水産省食料産業局バイオマス循環資源課 ,  環

境省 ,  札幌市 (2019.10.7)  

・石井一英 ,  講演 ,  バイオマス利活用の現場からの課題 ,  生物工学会北日本支部

2019 札幌シンポジウム ,  生物工学会北日本支部 ,  札幌市 (2019.10.18)  

・石井一英 ,  講演 ,  循環と共生を考える ,  第 27 回衛生工学シンポジウム ,  北海道

大学 ,  札幌市 (2019.10.31)  

（２）  （国研）国立環境研究所関連の研究発表及び関連講演リスト  

○研究発表（廃棄物資源循環学会以外のもの）  

・田崎智宏 ,  河井紘輔 ,  稲葉陸太：約半世紀の一般廃棄物実態調査データのアー

カイブ化と広域化情報の整備 ,  第 41 回全国都市清掃研究・事例発表会 ,  同講

演論文集 ,  pp.7-9,  2020  

・稲葉陸太：欧州の循環経済と廃棄物エネルギー利用 -オーストリアの事例 -，廃

棄物資源循環学会誌 ,  Vol .30,  No.4,  pp.264 -269, 2019  

110



・Tasaki  T. ,  Inaba R. ,  Kawai K. ,  Kojima E.,  Taj ima R. ,  Suzuki  K. ,  Kubota  R.  :  Waste  

Management in  the Era of  Populat ion Decrease and Aging. Sardinia 2019, 17th 

Internat ional waste  management and landfi l l  symposium, Proceedings,  2019  

・Rokuta Inaba,  Tomohiro Tasaki ,  Kosuke Kaw ai,  Atsushi Fuwa and Shigesada 

Takagi:  National  Effects of Integrated Waste Management Measures  by Japanese 

Municipal i t ies for Circular  Economy,  5th Internat ional Conference on Final Sinks,  

2019  

・稲葉陸太 ,  田崎智宏 ,  久保田利恵子 ,  Cencic O.,  Rechberger  H.  ：オーストリア

における過去四半世紀にわたる都市ごみ管理フローの変遷 .  第 14 回日本 LCA

学会研究発表会 ,  第 14 回日本 LCA 学会研究発表会講演要旨集 ,  pp.86-87,  2019  

・ Inaba R. ,  Tasaki  T. ,  Kubota  R. ,  Cencic  O. ,  Rechberger  H.  :  Time ser ies change of 

municipal waste  management f lows in  Austr ia .  The 5th 3R Internat ional Scientif ic 

Conference on Materia l  Cycles  and Waste Management,  2019  

○講演  

・稲葉陸太：講演、廃棄物・資源循環における平成の総括と令和の展望（廃棄物

資源循環学会  廃棄物計画部会における議論より） ,  令和元年度宮城県金属リ

サイクルセミナー ,  宮城県 ,  TKP ガーデンシティ仙台 ,  仙台市 ,  (2020.10.24)  
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４ 第１０期 役員・研究会メンバー表 

 

４．１ 廃棄物計画研究部会・第１０期役員名簿 

                                    （令和２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 稲葉 陸太 学会との連絡担当、部会の進行役 (国研)国立環境研究所 
 

幹 事 

三品 雅昭 

山口 茂子 
総務担当 

さいたま市 

川崎重工業㈱ 

 

白川百合惠 会計担当 (公財)日本環境整備教育センター 
 

北垣  剛 

松島 祐樹 
企画担当 

東芝三菱電機産業システム㈱ 

㈱エックス都市研究所 

 

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 
 

齋木 祐志 広報担当 ㈱プランテック 
 

堀井 安雄 関西Ｇ担当 ㈱エックス都市研究所 
 

    
 

顧 問 

田中  勝  岡山大学 鳥取環境大学 
 

古市  徹  北海道大学大学院 
 

中村 恵子  健康・環境デザイン研究所 
 

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 
 

 

 

 

４．２ 廃棄物計画部会・第１０期研究会メンバー表 

                                    （令和２年３月現在） 

グループ 名 メ     ン     バ     ー 
 

 関東グループ 

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

久保田、小池、小崎、小林、近藤、齋木、齋藤、鮫島、白川、進藤、鈴木、高橋、田崎、 

田中、谷川、戸敷、中川、中村、中森、西江、西川、西田、丹羽、野々村、橋本(昭)、 

橋本(治)、長谷川、馬場、原、古市、松島、三品、三村、山口、山下、劉、由田 

以上50人 

 

 関西グループ 

*堀井、青野、浦邊、金子、北垣、小泉、後藤、坂元、田村、原田、西、林、花嶋、 

福岡、山崎、山本 

以上16人 

 

 *：担当幹事 
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