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巻頭言 
 
 今年度も新型コロナウィルス一色の年でした。しかしながら、夏の東京オリンピック・パラリ

ンピック、冬の北京のオリンピック・パラリンピックには、勇気をもらいました。個人的には、

夏のマラソンコースに北大構内が選ばれ、世界に中継されたこと、大変うれしく思います。 
そして、ウクライナ危機、いやロシア侵攻には世界が驚きました。SDGs やパリ協定など、議論

の余地は残しながらも世界共通の理念を少しずつ築き上げてきた東西冷戦終結後の歩みが、一気

に崩された感があります。戦争は絶対に反対です。相手を尊重し、戦争せずに物事を解決する、

解決できなくても知恵を絞って妥協点を探る、そのような時代に入ったと思ったのに残念でなり

ません。一刻も早い終結を祈ります。 
過去の取った取られたの領土問題に関する因縁もあるでしょうが、今回の明らかになったのは、

食料とエネルギーの自給問題ではないでしょうか？日本は、エネルギー、食料（飼料、肥料も含

めて）の輸入大国です。偏在する化石エネルギーは安全保障の鍵です。もし化石エネルギーに頼

らない世界、再生可能エネルギーのみで各地域が自立分散的に生活できるようになったら、エネ

ルギー問題に由来する国と国との争いは減少するでしょう。食料も然りです。本学会、本研究部

会が扱っている廃棄物資源問題も、そのような大きな流れから再構築する必要がありそうです。 
さて、平成 30 年 4 月より、（前）中村恵子代表のあとを引き続き、私が廃棄物計画研究部会の

代表を務め 4 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。 
 令和 3 年度は、第 10期活動（平成 31 年～令和 3 年度）の 3 年目にあたります。「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、関西グループ勉強会

2 回、春の研究討論会「脱炭素社会へ向けた廃棄物・バイオマスの役割～エネルギーの面から」、

秋の年間時の企画セッションはお休みし、その代わりに本部事務局との合同セミナー「人口減少

下における一般廃棄物関連事業における官民連携（PPP）事業のあり方」を実施することができ

ました。関係者の皆様に深く御礼申し上げます。 
来年度からは、第 11期の活動に入ります。脱炭素、プラスチック、人口減少など難しい問題が

山積しています。問題解決の前に、新たな問い、をすることが重要と思っています。 
 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 4 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 

shigekoyamaguchi
テキストボックス
ⅰ 



１． 部会活動報告（その１） 

 

１．１ 令和３年度 廃棄物計画研究部会 部会活動 （案） 

 本年度の主な活動は次表のとおりである。 

 表 令和３年度 廃棄物計画研究部会 部会活動一覧 

日 時 区分 内 容 講演者・発表者・出席者等 開催場所 

5月 22 日

（土） 
幹事 

第１回 幹事会 

 

石井、稲葉、北垣、齋木、原田、 

堀井、三品、山口 

Ｗｅｂ会議 

5月 27 日

（木） 
合同 

令和３年度 春の研究討論会 

廃棄部計画研究部会企画セミナー 

「脱炭素社会へ向けた廃棄物・バイオ

マスの役割～エネルギーの面から」

(相川氏、田中氏、中田谷氏) 

参加者数 249 名(内 部会員 15名) Ｗｅｂ開催 

講演者:相川氏(自然エネルギー財

団)、田中氏(デンマーク大使館)、 

中田谷氏(日立造船) 

石井、稲葉、北垣、小崎、近藤、 

齋木、中川、西田、橋本、原田、 

藤原、堀井、三品、三村、山口 

5月 29 日

（金） 
幹事 

定時社員総会 稲葉 Ｗｅｂ開催 

6月 5日

（土） 
合同 

第１回 研究会 

「シュタットベルケについて」（稲葉

氏） 

 

石井、稲葉、阿賀、大塚、北垣、 

中川、西、西田、西江、橋本、原田、

堀井、三品、山口、若松、オブザー

バ参加:相川 

Ｗｅｂ会議 

6月 30 日

（水） 
－ 

第１回 准研究会／春季シンポジウム 

「低炭素社会の実現に向けて～豊島

廃棄物と PCB問題の解決から、21世
紀の脱炭素社会へ～」 

近藤、橋本、三品、三村 Ｗｅｂライブ 

中継 

7月 19 日

（月） 
合同 

第２回 研究会・幹事会 

「シュタットベルケに学ぶ新たな地

域経営手法」（諸富氏） 

 

発表者:諸富氏(京都大学大学院) 

石井、稲葉、田中、中村、阿賀、 

浦邉、大塚、金子、北垣、木村、 

齋木、齋藤、中川、西、橋本、原田、

三品、三村、山口、若松 

Ｗｅｂ会議 

7月 31 日

（土） 
関西 

第１回 関西グループ勉強会 

話題提供 

「多面的価値を創出する廃棄物処理

施設と廃棄物計画」（秦氏） 

発表者:秦氏（エックス都市研究所） 

浦邉、金子、北垣、西、花嶋、原田、

堀井、三品、山口、山本、オブザー

バ参加:上田 

エックス都市 

研究所 大阪 

支店／ハイブ

リッド会議 

10 月 25 日

（月）～ 

10 月 27 日 

（水） 

合同 

令和３年度 第３２回研究発表会 

 

 

（※:聴講者の所には、共同研究者の

氏名も入れさせて貰いました） 

発表者・座長等:石井、稲葉、岡山、 

田中、鈴木、中川、橋本、花嶋、 

原田、山口 

聴講者:阿賀、北垣、久保田、小泉、

齋木、齋藤、田崎、谷川、西川、西

田、松島、三品、三村、若松、山本 

岡山市コンベ

ンションセン

ター／ハイブ

リッド開催 

11 月 6日 

（土） 
合同 

第３回 研究会・幹事会 

「研究発表会の参加報告について」 

 

石井、稲葉、阿賀、北垣、齋木、 

齋藤、田中、西江、西川、西田、 

橋本、原田、三品、三村、山口、 

若松、 

Ｗｅｂ会議 

1



   

日 時 区分 内 容 講演者・発表者・出席者等 開催場所 

11 月 30 日

（火） 
－ 

第２回 准研究会／秋季シンポジウム 

「低炭素社会の実現に向けて～脱炭

素社会への廃棄物分野の取り組み～」 

橋本、三品、三村 

 

 

Ｗｅｂライブ 

中継 

12 月 8日 

（水） 
合同 

令和３年度 企画運営委員会・廃棄物

計画研究部会企画セミナー 

「人口減少化における一般廃棄物関

連事業における官民連携（ＰＰＰ）事

業のあり方」 

（山田氏、諸富氏、西田氏、相田氏、

秦氏） 

参加者数 86 名(内 部会員 15名) Ｗｅｂ開催 

講演者:山田氏（環境省）、諸富氏（京

都大学大学院）、西田氏（三重県）、

相田氏（米子市）、上保氏（ローカル

エナジー）、秦氏（エックス都市研究

所） 

石井、稲葉、阿賀、北垣、齋木、 

齋藤、西川、西江、中川、橋本、 

三品、三村、山口、若松、 

1月 28日 

（金） 
幹事 

学会・学術研究委員会 意見交換会 稲葉 Ｗｅｂ開催 

3月 12 日 

（土） 
関西 

第２回 関西グループ勉強会 

話題提供 

「日立造船のメタネーション技術の
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１．２ 研究会・勉強会議事録 

 

１．２．１ 第 1 回 廃棄物計画研究部会 研究会議事録 

 

■日時：令和３年６月５日（土）１３時３０分～１６時３０分 

■形式：ZOOM 会議 

■出席：石井、稲葉、北垣、中川、西、西江、西田、原田、堀井、橋本、三品、

山口、若松 ※ １、大塚 ※ ２、阿賀（記）（敬称略、※１新規部会員・㈱神鋼

環境ソリューション、※２新規部会員・北海道大学大学院） 

■議題：  

０．代表挨拶 

１．前回（令和２年度第５回）議事録案確認 

２．春の研究討論会の振り返り 

３．シュタットベルケについて 

４．今年度計画について 

５．その他 

■資料： 

０．議事次第（当資料） 

１．前回（令和２年度第５回）議事録案（山崎様作成） 

２―１．春の討論会資料（石井先生作成） 

２－２．春の討論会議事録（山口様作成） 

２－３，春の討論会質疑応答（山口様作成） 

２－４．春の討論会アンケート集計結果（北垣様作成） 

３．シュタットベルケについて（稲葉先生作成） 

４．今年度活動計画（稲葉先生作成） 

■議事： 

＜０．代表挨拶＞ 

代表より以下の点についてお話を頂き、今日はゆっくり春の討論会について

振り返りつつ議論したいとの方針を頂いた。 

�  秋の研究発表会は当初 9 月末予定も、会場予定だった岡山大学から、コロナ

のため会場貸し出しの確約が出来ないとの申し出があり、駅近のホテルで開

催することになった。日程は 10 月末に。 

�  企画セッションはあるが、以前からお話ししているように今回、当部会は 1

回休んで他の部会を分散聴講し、情報収集することとする。 

�  その代わりに、本部と共同でセミナーを開催することにする。今日の大きな

議題はそのセミナーをどのような企画にするかという点。 
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� 候補はシュタットベルケなのか新たな廃棄物の事業モデルなのかどこまで

広げるかは置いておき、それを切り口に探っていきたい。

� 学会との共催なので第一人者（世界含む）を呼ぶ。皆さんからもアイディア

募集。

� 今年度の計画については、1 期 3 年の 3 年目で、これまで新たな価値につい

て取り組んで来たので、締めとしてどんな活動があるのかということと、次

期のテーマについても出来ればボトムアップで提案してほしい。

＜１．前回（令和２年度第５回）議事録案確認＞

山﨑様ご作成の議事録案について、稲葉幹事長より説明を頂いた。

その後、新入部会員もいるので、各参加者から自己紹介を頂いた。

＜２．春の研究討論会の振り返り＞

●アンケート結果について（北垣）

� 回答 41 名/200 人台で満足度は高かった。

� 良かった点：デンマーク関係の意見が多かった。

不満点：少数ではあるが、時間が足りない、テーマ絞ってほしいとの意見。

� 回答者所属先：コンサル、メーカー、公的機関が多く、併せると全体の約 2/3。

� 部会員：14.6%。学会非会員が半数近かった。

●議事録について（山口）

� バイオエネルギーの IEA シナリオ、世の中どうやって実現するのかと思う。

地域レベルで見るのか、国レベルで見るのか。（山口）

� それよりも、どうやって見積もったのか知りたい。ちなみにグラフは、 2050

年の全エネルギーの 25％がバイオエネルギーということを示している。他は

PV 等である。（石井）

� Traditional use とは途上国における原始的な燃焼による熱エネ利用で、

PM2.5 とか問題なので、 2030 年以降はゼロとされている。一方でそれ以降、

organic waste streams が増えている。そのほか、 Short-rotation woody

crops とはヤナギ（早生樹）のこと。ちなみに NEDO で Fit 後の木質発電所の

あり方に関する検討会の委員長をやることになった。林野庁は安価な国産燃

料用の森林（早生樹で）を作る検討をしたい。（石井）

� 間伐材にしても、山から下ろすコストが課題。（山口）

� コスト低減には規模を大きくすることが重要（北垣）

� 山ではなく、平場での検討も必要。デグロースという言葉があるが、過疎化

が進行した地域での検討もあるかと思う。（石井）

� 河川敷は放置するとヤナギ増える。管理で伐採した木を使う手はあるか？

（西江）

� ありだと思う。NEDO ではボイラーで使えるか否かのチップの品質基準を作る
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話もある。（石井） 

�  バイオマスカスケード利用について工学院大の小林先生から質問があった

件について、バイオマスは多種類で個別でも状態はいろいろあり、適材適所

が基本ということ。（石井） 

�  サーキュラーエコノミーの概念に近い。今までのリサイクルとは違う。（北垣） 

�  稲場先生、サーキュラーエコノミーと循環型社会との違いは？（石井） 

�  前者はビジネス、産業としての意味合いが強い。後者は自治体関与、市民の

協力も含めたもの。（稲葉） 

�  今後はシェアリングエコノミーの事業者が排出者として存在感を増してく

ると思われる（北垣） 

�  1990 年位から EPR、 2000 年位から Factor10 とか Factor4 が提唱され、この

辺からシェアリングエコノミーが出てきた。これらが整理され、ドイツで循

環法が出来てきて、彼らがパッケージ化したのがサーキュラーエコノミーと

捉えている。（石井） 

�  さっき言い忘れたが、製造段階からの取組も含めて、それを EU 圏内で確立

し、そうでないものを入りにくくし、リードしていこうというもの。（稲葉） 

 

�  質疑についてはチャットで頂いたものなど未回答のものがある。（石井） 

�  アンケートの質問も貼り付け忘れていた。（山口） 

�  併せて議事録から記入できる回答は追記し、未回答分は各講演者に埋めて頂

くので、そのファイルを送ってほしい。完成したら HP にアップする（石井） 

＜３．シュタットベルケについて＞ 

資料に基づいて、稲葉幹事長より説明を頂き、部会員から意見を頂いた。 

�  ２０１８年にウィーン工科大に半年いた。ウィーンにもシュタットベルケあ

り、関心を持って調べたほか、最近、国環研の HP に記事も書いたので、それ

を元に話題提供させて頂く。（稲葉） 

�  日本の課題は人口減少と自治体財政逼迫。地域循環共生圏の考えが重要。そ

の方策の一つがシュタットベルケ。（稲葉） 

�  民営化と逆で、全て公共事業としてまとめてしまうということなのか？地域

循環の大きさはどんなものなのか？私の住んでいる大阪市では、大阪広域環

境施設組合というのがあり、組織体制が広域化している。それがシュタット

ベルケの前身みたいになって公共事業を取り込んでいき、シュタットベルケ

のようになっていくのか？（原田） 

�  公共事業化していくと言えるかもしれないが、出資はするけど経営は民間企

業としてやっていく。民間の経営のセンスでやるが、公共サービスは維持す

るというところに特徴がある。（稲葉） 
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�  公共事業も民間と連携出来るもの、民間が出来るものはそちらにシフトする

というベクトルが世の中にある。そういう中で、シュタットベルケはどうい

う位置づけになるのか？（石井） 

�  民営化する時に、自治体は物申せなくなるのかは確認する必要がある。（稲葉） 

�  よくあるのは PFI 事業だが、それよりも次元が違うものなのかという視点で

は？（石井） 

�  全然違うとも言えない。（稲葉） 

�  自治体は出資するけどそれ以上、お金は払わないのか？例えば税金で収集し

たごみの処理をシュタットベルケに委託する際はごみ処理料金を支払う必

要があると思うが。（石井） 

�  そこまでは確認しきれていない。シュタットベルケごとにいろいろな形があ

るとも思う。（稲葉） 

�  部分的に見れば PFI とか長期包括委託みたいなイメージにも見える。そうい

うのが多部門ある。それぞれに SPC を作って長期包括委託をしているといっ

た、日本の既存システムの延長として考えると議論しやすいのでは。（石井） 

�  自治体にこういう素晴らしいシステムをどうアピールしていくかは一つの

課題。ある自治体では職員が太陽光発電事業に転職し、プラスアルファで地

元の高齢者を地域包括ケアシステムで支えたり、地域子育て支援など行って

いる。また、ごみ処理施設の付加価値については、プラントメーカーはプラ

ントのことしか分からないので、付加価値のことは別事業として展開すれば

良いと考える。アピールではスケールの小さいループだと一般の人もイメー

ジしやすい。ピックアップして頂いた各事例について、そこに至る背景、企

画のプロセスを知りたい。（山口） 

�  それも大事だが、シュタットベルケは本当にいいものなのかというところか

らスタートしたい。ドイツは 1 割、オーストリアは主要都市のみ。（石井） 

�  もう少し中小都市にないのかなど、その辺は確認して調べる必要ある（稲葉） 

�  純粋に背景が知りたい（石井） 

�  ドイツでは冒頭の法がベース。日本では民間主導で始まっている例が多い。

（稲葉） 

�  ドイツの上手くいっている事例は、収益の安定している配電網を自治体が買

い取ったことが大きい。（西田） 

�  日本では配電網まで買い取ることまでは出来ていない。（稲葉） 

�  ということは、ドイツの 1 割というのは、配電網買い戻せた所？他はそれが

出来ずに滞っている要因なのか？（石井） 

�  そこまでは調べないと分からない。（稲葉） 

�  ドイツの廃棄物事業は自治体と民間のモチベーションの違いで揺れている
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ようで、その流れでシュタットベルケが出来ているようだ。現状の日本版シ

ュタットベルケでは民間主導が多い。要はシュタットベルケの出資者は自治

体プラス、産廃業者とか、地域エネルギー会社、地域の福祉会社みたいな感

じで、収益が得られた所から子育て支援などに回すシステムといった感じで、

良いものになればと考える。（石井） 

�  ドイツでは出資者は定義付けされているのか？地域限定とか？民間だと囲

い込みとかある。（北垣） 

�  民間に資格が必要か、大手でもいいのかなど、確認が必要。（稲葉） 

�  松坂新電力は三重県と東邦ガスが主な出資者。発起人は東邦ガスと思う。廃

棄物発電での 1,000 万円利益を市に寄附している。東邦ガスは愛知県内でも

同様なことを展開、浜松新電力もそう。（西田） 

�  東邦ガスは雇用が確保されればトントンでもいいというスタンスというこ

とか。それならいい会社だと思う。（石井） 

�  そう思います。また、複数自治体で力合わせることも重要。（西田） 

�  興部町がまさにその例。（石井） 

�  うまくいく人工規模、エリアはあるか？ドイツではどうなっているのか？ま

た、日本ではごみ問題は人口減少があるので今後は事業系も含めていかない

とならないのでは。そういう意味では素人には出来ない。（堀井） 

�  ドイツやオーストリアは歴史が長いので、ノウハウはあると思う。日本でも

廃棄物の事例数は 30 位と少ないが、地域新電力は 300 位もあり、素人がやっ

ているというのはないかと思う。（稲葉） 

�  次のセミナーだが、新たな価値を生む廃棄物処理施設の事業モデルは、ごみ

を処理するだけではなく、地域の様々な課題を認識してその先の事業モデル

も意識した計画を作らないといけない、シュタットベルケはその方策の一つ

という方向性とすれば、次回、講師として呼ぶべき先生は？（石井） 

�  京大の諸富先生、千葉商大の田中先生あたり。田中先生も鋭い視点を持って

おられるが、廃棄物事業に関しても示唆を頂けるかは不明。（稲葉） 

�  廃棄物学会内で、シュタットベルケについて議論しているところはあるか？

（石井） 

�  温対課にいたとき、名大の先生から、少し違う観点で話を聞かせてもらった

ことがある。（西田） 

�  情報を入れてほしい。（石井） 

�  次回の勉強会は諸富先生で。稲葉さんからご依頼をお願いします。（石井） 

＜４．今年度計画について＞ 

 資料について、以下を修正。 

�  次回（ 2 回）は諸富先生と日程調整必要。 7 月下旬～ 8 月上旬、 8 月下旬も候
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補に。関西部会は 7／ 31（土）15～17 時。 

�  11 月上旬（第 4 回）をセミナーとする。 

�  コロナ禍が終わっていることを想定し、 2 月に施設見学会を入れる。 

＜５．その他＞ 

�  相川さんとの談話会が 17 時から予定されている。引き続き参加頂ける方は

このまま残って頂く。  
                      以上  
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１．２．２ 第２回 廃棄物計画研究部会 研究会議事録 

■会概要

・日 時：令和３年７月１９日(月) １０時～１２時１５分

・形 式：Web 会議（Zoom アプリ）

・出席者：西田、西、橋本、中村、齋木、田中、北垣、阿賀、三村、木村、堀井、

山口、齋藤、三品、稲葉、石井、原田（記）（以上１７名、敬称略）

■議題

０．代表挨拶（ 5 分）  

１．研究会開始、前回（令和３年度第１回）議事録案確認

２．今年度計画確認

３～６．諸富先生ご講演「シュタットベルケに学ぶ新たな地域経営手法」 

７．山口さん資料ご紹介、諸連絡

■資料

０．議事次第（当資料）

１．前回（令和３年度第１回）議事録案（阿賀様作成）

２．今年度活動計画（稲葉作成）

３．「シュタットベルケに学ぶ新たな地域経営手法」（諸富先生ご作成） 

４－１．セミナー企画（石井先生作成）

４－２．地域貢献型施設の運営（山口様作成）

■研究会・幹事会議事内容

１．前回（令和 3 年度第 1 回）議事録案確認

・阿賀様より議事録内容ご紹介

２．令和 2 年度活動報告書について

・稲葉先生より活動計画についてご説明。

・研究発表会では部会によって、オンラインのみ、リモート併用がわかれる。

・参加者の居場所によって参加形態が変わるので柔軟な対応が必要。

・秋季シンポジウムは 11 月下旬～ 12 月上旬の見込み

・第 32 回研究発表会では部会としてのセッションをせず、メンバーは自由に他

の部会を聴講

・代わりに 11 月上旬に企画運営委員会との合同セミナーを計画する

３．講演「シュタットベルケに学ぶ新たな地域経営手法」

・石井先生ご挨拶
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：廃棄物処理の事業主体が多様化、官から民への委託など様々な拡がりがでて

いる

：シュタットベルケを一つのキーワードとしてご解説いただきたい

・人口減少時代の都市経営

：ストックの維持管理、費用負担をどうするか？適切な行政の「大きさ」は？

：外国からの「移民」について 2060 年には 10%超になるとの見方あり

：人口密度減少すると行政コストがあがる  (p6)

：鎌倉市の事例、平成 30 年に歳入と歳出が逆転、地価が下がらない＝固定資産

税が下がらない、働く世代の人口減少  (p7) 

：すべてが右肩「下がり」の時代、人口減少、物価低迷、の中でインフラをど

う維持するか

：このような課題の中でどう経済を成長させていくか、税収確保して次世代へ

の投資促進すべき

：気候変動による災害との共存

：脱炭素の潮流（電気のみならずエネルギー全般に参画すべき）

：インフラも「公」である必要がなくなってきた、民間と共同でインフラを整

えていく取り組み→シュタットベルケが一つの解決策

・何で稼ぐのか？

：再エネの野心的な目標引き上げ、一方で FIT は下火に

：発電コスト  太陽光＜原発  との経産省発表、再エネ電源の自立化可能性・主

力電源化が見えてきた

・「地域経済循環」を通じて「エネルギー自治」の獲得を

：再エネは広く薄く存在  →  分散型電力システムへの移行、再エネなら一般事

業者が参入可能、自治体は挙って新電力打ち出し、自治体の「町おこし」に、

エネルギー自治の時代へ

（ 3.11 震災当時とは時代がガラっとかわった）

：例えばバイオマスの場合、山村が改めて注目され電力の売上が地域に還元さ

れるしくみ

：事業化には発電設備のハードだけでなく事業をする視点や戦略が必要（収益

最大化）

：FIT は終わりを迎え FIP（市場価格連動型）に、電力会社は買わなくなるの

で発電事業者は自分たちで顧客を開拓する必要がある、変動に合わせた経営

戦略も必要（お金も情報も知識も）

・地域経済循環とは何か／「エネルギー自治」の経済合理性

：地域付加価値＝税収、所得、利潤など

：再エネ事業…計画導入段階（ 20%）に比べて運転維持マネジメント段階 (50%)
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の方が付加価値が高い

・地域付加価値創造分析の結果 (p27)

：太陽光発電を事業として開始し出資を募った  →  配当狙いで多くの資金が集

まった→  配当として地域外へ流出

・主体としての自治体、公益事業体

：シュタットベルケ＝都市事業体＝都市公社

：公的インフラの建設・維持管理（元水道電気ガスから、現在は通信にも進出）

：100%公的出資だが、独立企業体、人事は自治体からは独立（エキスパートを

雇用）

：ドイツでは配電網が自治体所有（公有）、このあたりが日本との大きな違い

：シュタットベルケは分散型電力システムの担い手、日本でも戦前にあったが

先の大戦で統合

：自ら稼ぐ力をもつことが重要

・国内事例

： 70～ 80 はある？

：睦沢町の事例…電線が地中、災害時にも温浴施設や充電サービスなど強靭性

を発揮

：みやま市、湖南市、生駒市（自治体主体）、米子市（民間主体、廃棄物処理会

社も）の事例

：宇都宮市の事例…LRT（クリーンパーク茂原の廃棄物発電から、基本再エネ

だけで動く）

・日本版シュタットベルケめぐる論点

：行政出資の理由…信用補完、長期的な公益性と収益性の確保、ガバナンス

： 3 セクへの不安…累積赤字が増えると事業整理するという背水の陣で

：殿様商売ができるわけではない、熾烈な価格競争に揉まれることは民間と同

 じ

：（地方）都市のインフラの維持管理、エネルギー需要などの問題から、深刻な

自治体ほどチャレンジしている  ※今はまだ巨額投資ができるレベルでは

ないが

：ガス電気などの料金徴収も一括化

：民間に完全委託すると収益が出なくなったとたんに撤退するリスクあり

・質疑

：文化事業的な展開は？（稲葉先生）

→ あまり研究されてこなかった、物的インフラが中心

：冒頭の「成長」について、資本主義的な成長と、街やインフラを維持するた

めの稼ぐという意味での成長を切り分けて考えれば地域の成長が見えてく

11



るか？（石井先生）

→議論はまだ未成熟、だが成長しないということはインフラ投資もできず衰

退の一途

→必要な成長を遂げる必要があると理解しました（石井先生）

：シュタットベルケは自治体が持ち株会社を立ち上げて SPC をぶら下げてい

る？（北垣さん）→OK 
：地域の発展のための地方独立のための課題は？

→ドイツでは巨大な自治体連合（政策投資銀行？、地域金融公庫？）ができ

て資本を補強するしくみがある

→資本力不足による（地元還元の投資が前提）

→ノウハウ不足による（ドイツ事例として電力需給のバランシング、研修プ

ログラムあり）

：シュタットベルケには労働組合はある？→不明、ただし民間企業なのである

のでは？

：産廃は適切料金＆小規模事業者多数、一廃は高額＆自治体主体（これはひと

えに経営的視点の欠如、過剰な安全安心の追究）、民間が一廃に参入し住民は

必要かつ十分なサービスを考えていくべきだが国内ではどのような姿であ

るべきか

→大阪府市の上下水統合の事例を見ると細かい利害の対立で全体最適になら

ない、国からの充実したサポートのせいでもある？

・石井先生

：諸富先生には合同セミナーにもご登壇いただきたくお願いします。

＜諸富先生ご退出後＞

・東南アジアなどを見ても国や自治体の過保護が問題ではないか（石井先生）

・分別もリサイクルももはや見栄の張り合いでは？（田中先生）

・公共サービスをシュタットベルケに落とし込むには経済合理性の議論が必要

（石井先生）

４－１．セミナー企画

・三重中央、米子市、エックス都市研究所、、、

・諸富先生 60 分、事例 30 分

・地域電力は廃棄物発電を想定

・三重県は西田さんを窓口に尋ねてみたい

４－２．山口さん資料ご紹介

・学会誌に投稿するなら、すべてを書き連ねるのではなく、新たに整理した視点

を中心にまとめてはどうか？  論点を明確にした方がよい（石井先生）
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１．２．３ 第３回 廃棄物計画研究部会 研究会議事録 

日 時：令和３年１１月６日（土）１４時～１７時  

形 式：Ｗｅｂ会議 

出席者：北垣、原田、田中、三村、若松、橋本、齋木、山口、阿賀、西田、石

井、稲葉、西江、西川、齋藤、三品(記)（敬称略）

議 題：

１．挨拶

２．前回議事録確認

３．廃棄物資源循環学会研究発表会参加報告（報告ある方は各自５分程度）

４．参加報告の質疑応答

５．合同セミナーの内容・運営の確認

６．計画部会の今後の方向性の議論

７．その他連絡

８．研究会終了

資 料：  

資料０．議事次第 

資料１．前回（令和３年度第２回）  議事録案（原田氏作成） 

資料２．今年度活動計画（稲葉幹事長作成）

資料３．合同セミナー企画書（石井代表作成）

■研究会・幹事会議事内容

１．石井代表の挨拶

 秋の企画セッションを設けなかったが、１２月８日の本部セミナーを企画運営

委員会と計画研究部会のコラボで行う事にしました。秋に集まれなかったので、

現地で出られた方、オンラインの方、発表で印象に残った事などを、皆さんとデ

ィスカッションし、リラックスしながら行ないたい。

２．原田氏より議題２を資料１に基づき、前回議事録の確認を行った。 

３．稲葉幹事長の進行による学会参加報告等について

①北垣氏…

・現地では 4 つのセッションと特別プログラムと施設見学に参加した。

・発表の中で、ＬＣＡも計画ではシナリオの設定が見えにくい事を感じた。

・経済性の評価がなく、結論として最適なモデル計画を選ぶのに何が最適なの

か。前提で議論されてなく、今後の計画部会としてそれらを少し事前に議論し、

最適とは何かと言うところを計画に反映していく必要があると思った。

13



・施設見学より、施設運営では長期的な安定性を見ないと、地域循環共生圏では

リサイクルを取り込もうとしても途中でシュリンクしてしまうと思った。

（石井代表より）具体的に最適化とはどういう項目で行われていたのか。

（北垣氏より）ＣＯ₂はあったが、コスト面は無かった。もう一つ課題は、処理

スケールを一つのパターンでやっていて、最適なスケールとはどの位以上持って

行かないといけないのかが無かった。全体的にＣＯ₂の評価が中心だった。

②原田氏…

・１件だけ座長をさせて頂いた。その中で凄くセッション分けに苦慮された発表

が『開発途上国での建設解体廃棄物管理制度設計支援－パレスチナとイランの事

例』で、この発表だけは、凄く新鮮で衝撃的な内容であった。

・この発表を聞いて思ったのは、戦争と言ったら人災で、これをどう科学するの

か、どう捉えていって良いか、全然答えが分からなくなって、凄く途轍もなく大

きな課題難題に挑んでいるんだと、凄く印象的で同時にショックに思えた。

・その中でコストも掛け、逆有償にしたり有償にしたり、制度を繋いでいって、

制度設計しものの流れを繋いでいく説明であった。

③田中先生…

・地元岡山で、実行委員会メンバーの顧問をさせて頂いた。感染対策を適切に行

い、安全に運営されていた。ＬＣＡと低炭素社会のセッションの座長をさせて頂

き、久しぶりの座長で非常に新鮮でいい経験だった。

・その中の一つ、プラスチックが良くないので、これを紙のいろいろな容器に変

えて、環境影響がどういう面で良いとか悪いとか。総てのプラスチックを紙に変

えたら、ある面で良くなるが、ある面ではむしろプラスチックの方が良いとの研

究で、費用の面があまり入ってなかった。環境負荷、ＣＯ₂の排出が評価のポイ

ントになって、コストのＬＣＡだったらコスト評価も大事だと思った。

・全体としての感じでは、研究テーマそのものをもっと議論して社会の問題を解

決するとか、求められている部分が改善されてるところがない感じがした。

・財務省事務次官の記事で、このままだと財政は破綻する。 1,200 兆円の借金を

減らさないといけない。収入がないのに支出は考えられない。矢野氏の指摘を読

むと、日本は海外と比べると経済的な考察が全くないとの特徴があり、お金を幾

らでも出すから、国民が助けを求めているものは、何でも応えてやらないとなら

ない事は、立派とは言えない。心構えとしては根本的に間違っていると言う指摘

で、私も同感のところが多いと思った。

・ＬＣＡは特に経済的評価をきちんとして、それだけのお金をかけて、その効果

がどうかを、きちんとやらないといけない。例えば日本ではＬＣＡをやると、プ

ラスチックをエネルギー回収型の廃棄物発電がいいのか、あるいはマテリアルリ

カバー的な物質あるいは材料回収型のリサイクルがいいのか、私どもはずっと議
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論してきた。こうする事で各自治体にとって、億と言う単位で費用を節約できる

事が分かるにも関わらず、その分析がされないで、リサイクルは見栄っ張りでや

っているだけで、経済的な評価がきちんとされず、選択されていると言う指摘も

出てきている。

（北垣氏より）環境事業、廃棄物事業をやる上で、ジレンマが絶対発生する。そ

この解決にはソリューションを使っていると思うけど、社会課題とか事業課題に

ジレンマを見せて貰うのが、先ず研究の大きな意味ではないなかと思う。

（田中先生）プラスチックが最もカロリーが高いので、エネルギー回収してごみ

発電するのが、いくべき道だと思っている。それに待ったが掛けられているのが

実情で、これが大きなピンチで、リスクだ。これを解決するにはどうしたらいい

かを自由に議論して、もう少し影響力を及ぼし 500 兆円かかるとか、その様な

費用をかけないで、もっと福祉とか医療にとかの方にお金を向けないと、ＣＯ₂

削減の為に全部持っていかれる様な感じがする。それがリスクなので、このリス

クマネージメントが求められている。

（石井代表）問題意識を持った人の集まりで、どう研究するのかをもっと議論し

た方が良いのと、この部分で問題設定するのが一番難しく、一番社会ニーズに合

っているとか、将来を見据えたものというところを、国がいろいろやっていると

ころもあるけど、我々なりに今の解決すべき廃棄物・環境の問題 100 とか、ベ

スト 10 とか。喧々諤々と問題の問題を、真相を探っていく活動も、今聞いてい

て面白いと思った。

④三村氏…

・産廃処理でプラスチックを燃やす事で、企業としてＣＯ₂を沢山出していると

言うジレンマを感じている。産廃研究会で中小の産廃業者の悩みとして、印象に

残っているのが、仕事としてやらざるを得なくてやっているのに、何でＣＯ₂を

出して色々と文句を言われると。ＣＯ₂のカウントを何処に廻すかを今後考えな

くてはいけない。使った人がＬＣＡ的に最後の焼却までＣＯ₂排出量を負担すべ

きだと感じる。

⑤若松氏…

・再生エネルギー 100％でカーボンニュートラルを実現しようとすると、 2050

年にはごみ処理場が終了廃止施設になってしまう。ごみ処理場は 20～ 30 年位運

転するので、今我々が新しく建設しようとしているごみ処理場は、もうすでに対

策を練っていかないと、いずれ課題が出てきて、 30 年後苦しむことになる。今

から何かの仕組みを作っていかなくてはいけないと思っている。

（石井代表）三村さんも含めて、だいたい同じ様な脱炭素社会に向けた中での廃

棄物焼却、プラスチックの位置付けみたいなものは、これからやっていかなくて

はいけないと思う。一方、日本の炭酸ガスの排出量の２％位が廃棄物部門で、極

15



論すると、他の部門がやってくれたら、廃棄物部門はこのままでもカーボンゼロ

に行く可能性は高いと思う。要は各部門が本当にゼロにしなくてはいけないのか

という議論と、どうしても必要なものは出すものと、減らせるものとのバーター

で、いかに日本が全体としてバランス良くやっていくかと言う事で、今の様な問

題になっているが、全体像をきちんとやらないといけないと思う。日本は一つの

評価軸に行けば行くほど危険で、これが怪しい。脱炭素と行けば行くほど怪し

い。全体論としてやっていかないといけないと思い、これが我々の役目なのかな

と思う。  

⑥橋本氏…  

・久しぶりに発表会場で発表できて良かった。長年続けてきた防災機能を持つ清

掃工場が本当に住民の方々に受け入れられているのかと、杉並清掃工場を事例に

調査した結果を報告した。意外と杉並清掃工場はもの凄い反対運動で、東京ごみ

戦争の舞台の所なのに、普通のそれまで調査した清掃工場と変わらなかったとい

う印象を受けた。その要因は良く分からないけど、その後のところを調べていき

たいと思っている。  

・同じセッションで大変興味のあるリチウム電池の発表があり、リチウム電池は

解決したものかと思っていたが、まだ大変な状況だと認識した。  

（稲葉幹事長）ごみ戦争を経験された方が、立地に関して理解を示され、反対運

動に投じていたか分からないが、問題意識が高くて興味を持って、とても理解が

深まっている傾向があるようだ。  

（橋本氏）そういう理解もできるが、逆にごみ戦争を経験された方は長年そこに

住んで、 70 歳を超える方だと思うが、以前の他工場の調査結果でも、長年住ん

でいて高齢の方は清掃工場に対して、好意的イメージが多い傾向にあった。その

重みも考えていかなくてはいけないと思った。  
⑦齋木氏…  

・当社２名が発表したので聴講した。タクマ、日立造船、ＪＦＥ等大手の所か

ら、先端の発表を聞く事ができなくて、非常に残念だった。これは当社にも言

え、コロナでデータ取りに行くのが中々難しかったので、不参加になったのかと

思った。  

（石井代表）焼却メーカーの発表を聞いたが、ＡＩオンパレードだった。  
⑧山口氏…  

・専門分野が非常に異なるが、研究グループと言う事で 3 年間有難うございま

した。稲葉先生にご指導頂きまして有難うございました。集大成と言う事で私事

で恐縮ですが、物を作るだけでなく、それを実際運用して、地域の施設とするの

が非常に重要だと言いたかった。  
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・ごみ処理の、特に運営していく計画はなかなかクローズアップされないが、維

持管理計画と設備とかは、きちんとやっていこうとの話はある。もう少し地域に

貢献した場合は、 20 年先を見て計画をして、どの様に運営していくか計画して

いく事が、個人的には重要だと思う。  

・施設見学の西栗倉村は、小さいけれども頑張っている村で、よくよく話を聞け

ば、プロジェクトをかなり引っ張るキーマンになる人物がいたりとか、役所の中

で大変横軸の体制がしっかりできていて、思ったことをすぐ村長に挙げてやって

いける体制がある。外部からの移住者とかの能力をうまく活用しながら、非常に

盛り上げていくことが分かった。ごみ処理という側面からと街づくりをしよう

と、地域を活性化しようとする側面からのごみ処理、いろいろなアプローチの施

設計画があるのかなと思う。  

（石井代表）山口さんが言われるとおり、街づくりからのアプローチをしていか

ないと、単なるごみ処理になってしまい、計画部会でそこの位置付けをしっかり

やらないといけない。  

（山口氏）地域の市民団体とか、ＮＰＯに対してそこに全部いってしまうが、全

部その力を持っているかと言うとそういう訳ではないので、ＮＰＯだったら良い

とか、短絡的にならない様にし、丁寧に作っていく事が大事かなと思った。  

⑨阿賀氏…  
・廃棄物処理のセッションで４～５つ聴講した。多かったテーマは人口減少を見

据えた今後の計画で、焼却だったら 70 トンがボーダーラインと言う話で、その

様に考えていかなくてはいけない中で、それすら維持できない所は燃料化とか考

えなくてはいけない話が多かった。  

・特にいくつか注目されていたのが、日本では香川県三豊市で、特に生ごみだけ

でなく紙オムツも全部一緒に燃料化している一方、富良野市のＲＤＦは紙オムツ

のにおいの問題もあり固形燃料化できなくて、どうしようかと悩んでいる様で、

今後の地方の小さな市町村では問題になってくるかと思った。  

➉三品氏…  

・オンンライン参加した。橋本さんの研究に関連し、防災機能を整えた清掃工場

が今後増えて貰いたいと思う。備蓄倉庫にするには打ってつけなのが、相当のス

ペースを持っている清掃工場だと思う。  
（稲葉幹事長）備蓄は大事な要素機能で、食料とか毛布とか非常に大事だなと思

い、リスク分散になる。  

⑪西田氏…  

・４月から県庁廃棄物リサイクル課に所属し、主に三重県の一般廃棄物、産業廃

棄物全体を所管している。今年４月プラ新法もできた事で、住民の関心がプラス

チックの分別、焼却したら駄目との意見が凄く数多く出されていた。  
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・事業系の食品ロスでこれを減らすのに、県でマッチングシステムを整備した。

県内でできるだけ出た食品ロスを、県内の生活困窮者の支援に回していく事を、

７月から県でマッチングシステムを作って、今 30 位の事業者が提供者として、

30 位の団体、社協とか子供食堂を登録いただいて出す方と貰う方をマッチング

するのを始めている。この 3 ケ月位で 85 件位のマッチングがあって、 2.6 トン

位の食品が食品業者から生活困窮者に渡っていて、地域で取り組むのが良いと、

最近はこの様な仕事をやっている。情報提供としてお話させて貰った。  

・来年から新たに地域計画を作成し、それに基づくごみ処理施設を建設しようと

する場合には、使用済みの製品プラスチックについては、分別して燃やさない条

件でないと、循環交付金が貰えないとの形で進んでいる。環境省は、一応その様

な方向で、今の説明をしてきている。  

（田中先生）そういう案として出ているが、プラスチックを焼却しないと、カロ

リーが下がって助燃剤をもっと使わないと燃えない事になり、焼却なしで一般ご

みの処理はあり得ないと思っている。どういう方向に行くのか。益々、産業廃棄

物処理施設の様な所が、一般廃棄物の処理に出ていく流れになりそうである。  

（西田氏）産業廃棄物と一般廃棄物を何処まで別のルートで処理していくのか

が、本当に日本の課題だと思っている。 12 月 8 日の企画セミナーの時にお話し

する内容も、一部そういった事を考えていて、どうしても人口減少していく中

で、一般廃棄物だけを対象にやっていく事が将来的にいいのかと疑問を感じてい

て、同じ性状のものであれば、一般廃棄物と産業廃棄物を合理的に処理してくべ

きと思う。  

（田中先生）そういう潮流が見えるし、結構、産業廃棄物処理業者が熱心に取り

組んでいる。そちらの方に行くような気がする。  

⑫稲葉幹事長（PPT より）…  
・前日深夜に岡山入りし現地参加して昼過ぎに戻りながら、新幹線の中で聴講し

た。座長は管理計画をやり、物質フローで発表し、他にもいろいろ聴講させて貰

った。橋本さん北垣さん山口さんと久々に対面し感激した。  

・座長をした管理計画のセッションの内、廃棄物処理業における熱中症に関する

発表では、熱中症の危険性とか労働強度について、計測器を用いてモニタリング

したのに、本人がしんどいと感じる時間にずれがあり、本当は危ないのに本人は

意識していないとの事で、何か計測して危なければ警告する事が重要だと提言さ

れていた。  

・私の物質フローに関する発表では、一廃のリサイクル対策を大幅に導入した場

合の、その効果の推計を自治体別にみた。一廃の自治体調査のデータを活用でき

る、開発した MINOWA モデルは、家庭ごみ、事業ごみ、ごみ処理の各サブモデ

ルで構成されており、このモデルを使って、大幅導入シナリオの効果を推計し
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た。循環利用率で 2015 年の現状が 18％位、 2030 のシナリオで現状維持だと

19％位になり、大幅対策導入するとリデュースの効果は少し下がるが、プラ対

策で増えて、生ごみで少し増え、全部対策入れると 23％位になる。国の一廃の

出口側の循環利用率は、目標の 2025 年で 28％なので、今回想定したシナリオ

でも目標は達成できないことになる。この様に、フォアキャスト的に対策を大幅

導入しても目標を達成できないため、ボトムアップの対策を考慮した目標設定方

法が課題である。

⑬西江氏…

・ごみの関係については、今一般廃棄物と産業廃棄物を分けずに、産業廃棄物業

者に委託処理をしている状況で、近隣町村も同じ様な方向になっていて、合わせ

産廃で処理をしている産廃業者からすると、一般廃棄物の処理がベース事と言っ

て安定的な収入があって、産業廃棄物は事業がおこるおこらないで事業が変化す

る事で、一般廃棄物を扱う事によって、産廃業者にとっても非常に経営的に安定

的に処理ができると聞いて、今のところ順調に処理を行っている。

・ある物は何か悪だから排除しようと、一気に右から左に動かそうとする事が、

凄い負荷がかかっているのではないか。何かこう今の世の中、こうしなくてはい

けないと一気に行こうとする所に、非常に負荷がかかっている。もう少しそこま

でに技術的に解決する方法はないのか、あるいは別の手法はないのかと、今やる

中で少しずつ変化させる方法、スライドしていく方法はないのか。その辺りも、

今私の所でも、何かジレンマに陥っていて、その部分をもっとしっかり見定めな

がら、何が最適でいいのか。もっと勉強する必要があると考えている。

（稲葉幹事長）非常に関心の高い論点が出てきて、化石燃料を始め、急激な変化

は都市部とか大企業とかは、対応が可能だと思うが、地方だと特に北海道だと灯

油とか頼っている所があり、それが急に転換が難しい所を同じ速度でやるのか、

そこは段階的にもう少し配慮してやっていくとか、地域に合った事が大きな論点

だと思った。この事も計画部会で論点として念頭におくべきと思った。

⑭西川氏…

・学会の発表会も聞いていたんだけど、埋立地に興味があって、そういう観測デ

ータとかいろいろなお話を聞いてて、あんまり計画論の所は聞けなかった。

・絶対に欠かせないのが、事業費だと思う。費用がそれだけ掛かるけれど、それ

は最終段階で必要だとの説得論で、そう言った発表がどんどん増えていけば、い

ろんな意見も出てくるんではないだろうか。やはり処理する側、物を作る側だけ

でなく、出てきたものをどういう様に、ソーティングしていき、その後に続く資

源として利活用できるかを、そういった分野を進めていくような形で、事例的に

いろんな意味で発表できる計画部会になってほしいと思い、聞いていた。
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（稲葉幹事長）おっしゃるとおりで、計画部会として、計画論と言うのを研究、

管理計画のセッションでも、もう少し俯瞰的な発表をしていかなくてはいけない

なと、改めて感じた。  

⑮齋藤先生…  

・今回の研究発表会は、リサイクル等の発表をさせて頂いた。質疑応答も非常に

活発に頂き、やはり関心の高さを感じる事ができた。  
・リチウムイオン電池に関して、寺園先生の発表も聞かせて頂き、実は今国内で

も実証事業が動き出しているところで、先程お話があったとおり、どう集めると

かいうところが、やはり今後先ず進めていくところかなと思っている。  

⑯石井代表（付箋資料等も含めて）…  

・特別プログラムの中で藤原先生が真庭市民の協力を得ながら、ＦＳでデータを

定量的に見せ、方式を考えられたとのご発表があった。一回計画部会で藤原先生

を呼んで、いろいろお話をして頂く価値があるのと、全体の街づくりとか、本質

のバイオマスのところ、街づくりから入った廃棄物の処理方法までを落とし込ん

で、今回計画をやってるので、非常に参考になり一度お声をかけようと思った。  

・皆さんの意見を付箋型にし、発言を基にグルーピングし整理した。真ん中に街

づくり、本当にやらないといけない研究、プラの焼却、アロケーション、リチウ

ム電池、災害廃棄物、人口減少のそれぞれの話などで整理し、皆さんの助けにな

れば、次回これを下敷きにし議論できればと思う。  

・今日私から２点、ご紹介したい事がある。１点は、今北大の中で「ロバスト農

林水産工学国際連携研究教育拠点」と言う学内での連携拠点が立ち上がって、学

内の代表をやっている。今出ているＪＳＴ「共創の場形成プログラム」があり、

これは大学の組織を固める事を、研究をやりながら大学が、自治体、事業者と一

緒になり、物を考え競争の場を作る事と、今までの大学のやり方ではダメとの事

で、もっと社会にとって必要な事をやる様なプロジェクトで、私がリーダーで、

研究費も取れ採用された。  

・採用されたテーマが正しく今日の議論の延長線上で、「地域エネルギーによる

カーボンニュートラルな食料生産コミュニティ」を作ろうと、街づくりを考えて

いこうとの形で、キーワードは地域資源を簡易に貯蔵輸送可能な地域エネルギー

に変換する技術の確立で、貯蔵輸送可能なエネルギーにしようとか、あるいは蓄

熱材を使って排熱を使っていこうとの話が１番。  

・２番は、地域エネルギー利用型の食料生産技術で、物とエネルギーが回った中

で、施設園芸とか、陸上水産とか、陸上輸送とかそう言うものを、ガーデンニュ

ートラルに少しずつしていく話で、ソサエティ 5.0 の考えに則った事で、 33 機

関の協力を得て、ビッグプロジェクトにすべく今育成型との事で立ち上がってい

る。来年の今頃までに本格型で、１つランクアップできるプロジェクトとして、
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計画部会の廃棄物だけでなくて、もう全体論の中で位置付づけていく事をやって

る。  

・高校生と最近交わる様にしている。札幌文化芸術交流センターでアートとテク

ノロジーを繋げるイベントがあり、何と地球を片づけるとの事で、大和田さんと

言う方が音楽とアートの中間を行くアーチストで、彼とディスカッションした中

で、ここにリサイクルという概念に着目したとの事で対談をやった。「地球を片

づける」と言う高校生を交えたワークショップを考案され、それをヒートアップ

していかないといけないと思った。  

・競争の場でどう言う価値空間が、将来我々にとって大事なのか。今脱炭素と言

う一つの評価軸で世の中が進もうとするけど、脱炭素の向こうに幸せはないと思

う。もう少しウェルビーイング、幸せって何なんだろうかと言う事を、考えなが

ら研究と言うものをバックキャスティングふうに落としながら、考えなくてはい

けない時がとうとう来たのかなと。そこに廃棄物だとか資源循環だとかが、きち

んと位置付けられる様な活動をしていきたい。  

◇山本氏（メールより）…  

・学会の印象ですが、参加した会場が限られているので、災害廃棄物とプラスチ

ックしか、頭に残っていない。 

・プラスチックでは、ＣＥと言っているだけでは解決しない。市中に出回ってい

る多種多様なプラスチックについて、どこまでを焼却―熱回収とするのか、これ

は計画論の範疇ではやや外側に近いエリアですが、ゼロカーボンなどと言ってい

る世間の風潮の中で、結構重要な問題ではないかと思った。 

４．稲葉幹事長の進行による質疑等について  

〇石井代表…高校生たちの感想は凄く大事で、計画部会もこの様な人達の話をも

っと聞いて、今後展開しないかなと大人の理論だけだと、絶対前に進まないと思

った。  

〇山口氏…この様な人達を巻き込んで、そういう人達からごみの話を伝えて貰う

と、私達が言うよりも非常に伝わりやすいと。自分達に近い人が伝えると、もの

凄く伝わる事を感じたとの話があった。例えば、私達が高校生に分別しようと

か、何で資源循環型が大事なのか分かると言うよりも、高校生から高校生に言う

とか大学生から高校生に言うとか、凄く効果が高いと思った。  
〇北垣氏…脱炭素について、廃棄物処理だけでなんとかしようとするのは、やっ

ぱり難しいと。社会全体からの廃棄物の位置付けと言う最適な計画とは何かを見

ないといけないと感じた。  

〇三村氏…産業界に対して我々はこの様にして貰わないと処理ができないとアピ

ールしないと、世の中全然変わらないと思う。ですが我々も、外の業界にばかり

物申すだけではなく、お願いする事もしないといけない時代だと思った。  
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〇稲葉幹事長…重要な論点と思った。別の分野や業界に関わり、凄く課題があっ

て何とかしたいけど、自分達だけでは難しい時は、やはりコラボとか、可能であ

れば一緒に議論する時間を設ける事が、部会活動する一つの強みだと思う。  

〇石井代表…我々は廃棄物だけではなく、サプライチェーン全体でのカーボンニ

ュートラルの考え方の中で、例えば堆肥化は、ここでは出すけど、次のプロセス

では良くなるとか、あるいはプラスチックの焼却と言うのは、やらなくてはいけ

ない事だけど、でも上流側で考えたらこうだし、全体論で考えたらこうだよと言

う位置付けをしていくのが、我々の仕事ではないかなと気がしている。  

５．石井代表、稲葉幹事長から、 12 月 8 日企画セミナーに関する詳細内容と関

連事項の説明があった。  

・稲葉幹事長から、活動計画の説明があった。  

・田中先生から、秋季シンポジウムと全都清事例発表会の話があった。  
・石井代表、稲葉幹事長から次回研究会については、施設見学会の事も含めた事

で進める話があった。  

・最後に、石井代表から付箋資料をチャットから受け取って下さいとの事でし

た。                              以上  
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１．２．４ 第４回 廃棄物計画研究部会 研究会議事録 

 

■概要  

・日時：令和４年３月１９日（土）１４時～１７時  

・形式：ウェブ会議（ Zoom）  

・出席：河野、原田、北垣、近藤、堀井、白川、中川、木村、田中、中村、  
三品、石井、三村、西川、山口、若松、橋本、齋藤、稲葉（記）（以上  

１９名、敬称略）  

 
■議題：   

１．代表挨拶、参加者自己紹介・近況報告  

２．前回議事録を踏まえた次期取り組み内容の議論  
（春の研究討論会、秋の企画セッション、施設見学の内容など）  

３．報告書の作成について  

４．中村前会長新著紹介  

５．その他連絡  

 
■資料：  

０．議事次第（当資料）  

１．２０２１年度（令和３年度）活動計画（案）  

２－１．前回（第３回）議事録概要版（三品様作成）  

２－２．秋大会参加報告（三品様作成作成）  

２－３．合同セミナー報告（三品様作成）  

２－４．春の研究検討会セミナー企画書（石井先生作成）  
２－５．２０２２年度（令和４年度）活動計画（案）  

２－６．前回（第３回）議事録詳細版（三品様作成）  

３．報告書 会員発表リスト（三品様作成）  

４．中村前会長新著「江戸幕府の北方防衛」紹介  

 
■研究会・幹事会議事内容（以下、敬称略）  

１．代表挨拶、参加者自己紹介・近況報告  

・先日の役員当選者会議を経て石井代表が理事に就任した。  

・比較的若い方が多く理事に就任して体制が刷新された。  

・前回研究会は秋大会の反省会で良い議論ができたが時間切れで、本日は続きと

したい。  

・春の討論会、秋の企画セッション、および来期のテーマも議論したい。  
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・１２月の合同セミナー（有料）は大盛況で、本部から感謝され、理事会でも評

価された。  

・続いて参加者が各々簡単に自己紹介と近況報告を行った。  

 
２．前回議事録を踏まえた次期取り組み内容の議論  

２．１ 前回議事録、特に秋大会の参加報告とそれに関する議論の説明  

〇廃棄物管理、脱炭素の経済性  

・ＬＣＡなどの研究でも経済性評価が不十分（北垣）。  

・欠かせないのが事業費の議論だ（西川）。  

〇廃棄物管理の在り方  

・プラ処理やエネルギー回収含めた廃棄物処理の在り方を今から議論すべき  

（若松）。  
・再エネ 100％で脱炭素を実現するなら 2050 年には焼却発電を廃止せざるを得

ない（若松）。  

・人口減少における焼却規模の境界線、生物発酵・乾燥・燃料化、紙おむつ処理

等（阿賀）。  

〇プラ対策  

・三重県ではプラ新法で住民の関心がプラ分別に向き、焼却反対の意見多数  
（西田）。  

・来年から、ごみ処理施設を建設する場合、廃プラを燃やすと循環交付金が出な

い（西田）。  

・プラを焼却しないとカロリーが下がって助燃剤をもっと使う必要がある  

（田中）。  

〇食品ロス  
・防災機能を整えた清掃工場、食料等の備蓄も大事な機能、リスク分散も  

（三品、稲葉）。  

・三重県では事業系食品ロスと生活困窮者とのマッチングが開始（西田）。  

〇一廃処理と産廃処理  

・産廃処理の CO2 排出を批判されるが社会に不可欠な活動だ（三村）。  

・脱炭素対策を一気に進めようとして、産廃業者にも非常に負荷がかかっている

（西江）。  

・産廃処理施設などが一廃処理を受ける流れになりそうだ（田中）。  

・リサイクル事業の課題である出口側の不安定性・不確実性が施設見学先でも見

られた（北垣）。  

・産廃業者が一廃を集約処理すれば、一廃処理がベースとなり安定収入が得られ

る（西江）。  
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〇脱炭素の全体論  

・脱炭素の全体論を検討すべきで、計画部会の役目だ（北垣、田中、三村、  

石井、西川）。  

・日本のＣＯ２排出量全体のうち廃棄物部門は３％だ（石井）。  

・部門毎のゼロか、排出部門と吸収・貯蔵部門で均衡させるのか（石井）。  

・急転換が難しい地域や部門を考慮した対策が重要で、計画部会でも考慮すべき

（稲葉）。  

〇地域  

・廃棄物施設の運営は維持管理と共に地域貢献のために重要（山口）。  

・施設見学（西栗倉村）は有意義で、街づくりがキーワード（山口）。  

・岡大・藤原先生が真庭市民に協力を得て街づくりから廃棄物処理までの研究

（石井）。  
・一廃のリサイクル対策を大幅に導入しても国の目標値の達成は容易でない  

（稲葉）。  

・国の目標設定方法にも課題、各自治体の状況を考慮したボトムアップ検討が重

要（稲葉）。  

・シュタットベルケはごみ処理以外の地域事業も含めて最適化する方策  

（稲葉）。  
〇研究テーマの議論  

・プラ対策や脱炭素が叫ばれているが、何を研究すべきか議論すべきだ（田中）  

・前回の論点は「経済性の評価」「プラスチック」「産廃処理」「災害廃棄物」  

（石井）。  

・我々の課題は、将来の廃棄物管理の理想像に関する方針提案か問題提起だ  

（石井）。  
・マクロ環境分析で一般的なＰＥＳＴ（政治、経済、社会、技術）分析で課題整

理するのが効果的であり、廃棄物以外の他分野からも理解しやすい（北垣）。  

〇その他  

・パレスチナやイランの戦災廃棄物管理では、逆有償や有償、制度を駆使して対

応（原田）。  

・杉並清掃工場の事例、ごみ戦争の経験による意識への影響の確認は今後の課題

（橋本）。  

・プラントメーカーの発表、AI 関連が多かった（齋木）。  

・廃棄物処理における熱中症等の発表より、計測器と本人の間隔のずれが危険

（稲葉）。  

・脱ハロゲンやリサイクル等の発表を行ったが、質疑応答も活発で関心が高かっ

た（齋藤）。  
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・皆さんの意見を Jamboard (ホワイトボード形式のソフト）で整理、議論した

い（石井）。  

・北大の「ロバスト農林水産工学国際連携研究教育拠点」（石井）  

・ＪＳＴプログラムにおける「地域エネルギーによる CN な食料生産コミュニテ

ィ」（石井）。  

・ Z 世代の高校生と交流するイベントでのアーティスト（大和田氏）との対談

（石井）。  

 
２．２ 春の研究検討会の企画  

〇春の研究討論会のテーマ  

・計画部会員や一般参加者の意見でビジョンを作るワークショップを開催した

い。  
・企画書の主旨では「地域循環共生圏」「脱炭素」「ＳＤＧｓ」「災害廃棄物」「コ

ロナ禍」「人口減少」などを列挙しているが「プラ」も入るだろう（石井）。  

・春の議論に基づき、秋の企画セッションで必要な研究テーマを提起できれば良

い（石井）。  

・これまで次期のテーマは当期の部会内で決めてきたが、石井先生のご方針は

（中村）？  
・春の討論会の WS で出た意見を参考にして部会でテーマを決める。 3 年間のう

ち最初の１年をかけてビジョンを作ってもいい。次期は特定のテーマに絞り

過ぎない方が良い（石井）。  

・（今回研究会の中盤の）論点として「国」「自治体」「コスト」「産廃」が挙がっ

た（石井）。  

・（今回研究会の終盤の）論点として「自治体のシステムチェンジの在り方」「コ

スト削減は必須の課題」「対策の時期も重要」などが重要だと認識した。プラ

対策も検討する。  

・春の研究討論会での企画セミナーに向け、事前確認資料も準備したい  

（石井）。  

〇春の研究討論会の形式  

・計画部会の議論を WS で展開すれば面白いのではないか。WS は簡単に言えば

ブレーンストーミングで、結論が出ても出なくても良い。島を６～７つ形

成、計画部会員と一般参加者を分散。テーブル毎にテーマ？（石井）  

・ＷＳでのプラを含む議論を学会誌にセミナーの報告として載せたい（石井）。  

・北垣さんが５軸など提案された。その他に極端な２シナリオを議論する手法も

（石井）。  

〇経済性の評価  
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・地域循環共生圏でもバイオマスだけでなく地域全体の経済収支が重要  

（近藤）。  

・ＩＯ分析：国環研・五味氏、京大グループが地域循環共生圏の経済分析に活

用。バリューチェーン分析：立命大・ヨーク教授がドイツでの実績を日本で

も適用。これらの手法を参考にして次期で実施するというのも選択肢  

（石井）。  
・廃棄物計画は処理だけでなく生活環境や公衆衛生を含め経済合理性を目指すべ

き。環境省は 2050 年にＣＣＵＳも使った廃棄物分野のＧＨＧゼロシナリオを

示しているが、そこまで実施する意味があるのか。CO2 には法的な排出基準

はないのに、ダイオキシンと同じようにゼロを目指されているのはどうか。

自治体がプラを「燃えないごみ」扱いすると、焼却カロリーが足りなくな

り、莫大なコストがかかる。公衆衛生のための熱処理が困難になる。その是

非も議論が必要だ（田中）。  

・容リ法制定の背景として最終処分場や焼却施設の立地が極めて困難な自治体に

とっては、「分ければ資源」という事で、資源ごみを分別回収してリサイクル

するしか解決策がない。ところが「分別してもごみ」もたくさんある。そこ

で「分けて収集した資源ごみ」を「循環資源」として、生産者に引き取って

もらってリサイクルすることにしたのが容リ法だ。自治体は分別回収して、

選別梱包までし、生産者はその後のリサイクル施設まで運んでリサイクルす

る。問題は焼却施設がある場合に廃プラを容リ法方式で MR（物質回収型）リ

サイクルか ER（熱回収型）サーマルリサイクルの選択だ。分別収集は自治体

にとって大きな負担であり、廃プラの MR リサイクルコストはトン当たり５

万円前後しているが、生産者の費用負担だが、最終的には製品価格に転嫁さ

れて消費者が払うことになる（田中）。  
〇プラスチック対策  

・プラ新法が施行されたので、プラも含めて議論するＷＳがあっても良い  

（石井）。  

・ Scope３といわれる自分以外のプロセスへの対応が重要になる（斉藤）。  

・焼却部会でも廃プラは回収され、カロリーが減っていくと認識。 2050 年時点

で廃棄物処理施設としてＣＮ達成しようとするとＣＣＵＳは必要で、経済的

に運用するなら規模感が必要だ。しかし、人口減少を考えると（処理規模の

確保は）厳しいシナリオになる（若松）。  

・容器包装リサイクル法は、これまでごみ問題は汚染者、生活者の責任（PPP）

で自治体の責任で対応するが主だったが、生産者の責任も問うようになって

生産者にリサイクルする費用を負担してもらうようになった。ＥＰＲ（拡大
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生産者責任）だ。役割分担が重要で、ドイツ（の DSD：Dual System 

Deutschland）などは収集含めて事業者の役割だ。（田中）。  

・環境学習も重要。容リ法のときもそうだが、知らない間に勝手に分別や製品プ

ラのリサイクルが勝手に決まっていた、という印象を持つ市民も多いだろ

う。そういった市民への伝達がオマケ的に扱われているのが現状ではない

か。適切に伝えるならプロが必要だ（山口）。  
〇産廃  

・新プラ法でも産廃の扱いは柱か。一廃と産廃の両者にとっても（プラ新法への

対応が）潮目かと思う（斉藤）。  

・一廃と産廃の処理の方向は重要。最終処分量について北海道で分析した結果、

一廃と産廃の区別の有無で結果は大きく違った（石井）。  

・脱炭素の方針では焼却対象が汚れプラとバイオマスだけになり処理量が減少す

るだろう。ただ、ＣＣＵＳも一定の規模がないと（コスト面でも）実施でき

ないなら、地域をまとめるか（広域化）、産廃を受け入れないと成立しない。

どうなるか、どうすべきかをＷＳで広く議論するのが有意義だ（三村）。  

〇国の動き  

・プラ新法、新たな製品認証制度など、国の廃棄物処理の大きな方向転換（潮

目）を承知の上で、計画部会が意見を出し、学会重鎮と議論すべき（西川、

石井、田中、中村）。  

・既存の体制に拘らない、かなり大きなシステムチェンジが求められている。た

だ、廃棄物分野だけ、プラだけでの GHG ゼロは無意味ではないかという議論

はある（稲葉）。  

・将来再エネが増えればごみ発電の GHG 削減小さくなるがバイオプラなら良い

かも知れない。また、将来のごみ組成の変化も視野に入れる必要がある  
（稲葉）。  

・シンポで環境省の山田課長補佐が廃棄物処理施設の役割をエネルギーセンター

から炭素循環プラントにするという意見を述べていた（三村）。  

・環境省はＣＣＵＳを実施しない施設には循環交付金を出さないことを検討して

いる。将来、ごみ組成の集め方も変わるだろうか（三村）。  

・海外に目を向けると、例えばイギリスは最終処分がだめなので焼却処理施設が

建設ラッシュだ。世界全体では、有機物分解になる埋立処分の中止にするの

が最も効果が大きく優先順位も高い。日本も実現可能で埋立に依存しない処

理を検討すべきだ（田中、石井）。  

〇自治体  

・室蘭市では、新しい計画で容リ回収をやめて製品プラを含めて焼却する方針に

（石井）。  
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・西胆振組合は室蘭市以外は熱回収。費用の面から伊達市に比べて室蘭市では

10 倍かかっている。そういたデータ伝えつつ、吉田先生と共にシンポジウム

を開催した。ＬＣＡでプラ容器包装についてリサイクルと焼却のどちらが良

いかを分析する必要がある（中村）。

・和歌山市も（プラ処理は）熱回収になっている（田中）。

・経済性の評価でも、例えばプラのベール化以降の扱いなど、自治体によって異

なるだろう。製品プラを既に回収している自治体は４１あるが、熱回収が目

的も多い（齋藤）。

・日本の（自治体の）廃棄物処理施設計画は循環交付金の方針で選択せざるを得

ない。学会だからこそメスをいれるべきだ（田中）。

〇時間軸

・既存の体制に拘らないのは 2050 頃の想定だと思うが、室蘭市等の合理的な対

応は現時点のものであるなど、時間軸でも議論は異なる（石井）。

・現在（ 2020 年）、GHG 実質ゼロを目指す 2050 年、さらにはそれを見越した

2030 年時点での準備が大事だ。地域によっても状況は異なる（稲葉）。

３．報告書

・報告書作成日程について確認（三品、堀井）。

４，中村前会長新著紹介

・中村前会長が部会活動とは別に「『江戸幕府の北方防衛』…」を発刊された

（稲葉）。

・江戸時代の蝦夷地年表に江戸幕府や松前藩がなく疑問に感じた（中村）。

・江戸幕府や松前藩による蝦夷地等の統治が認識されていない（中村）。

・北海道は明治以降からでそれ以前はアイヌが住んでいた開拓史観があるが、そ

れは違う北海道から日本人の基層をなす縄文文化の表徴物である世界最古の煮

炊き跡が残る縄文土器、世界最古の漆製品等が出土。蝦夷地は縄文時代から日

本である。（中村）

・とりわけ鎌倉時代「蝦夷管領」を置いたことに始まり、後の政権は蝦夷地を統

治の視野に入れていた。我国初北方ロシアの脅威に対し、松前藩だけでは日本

の領土は守れないと江戸幕府は第  1 次、第  ２次 直轄を行い東北諸藩と蝦夷

地、千島、樺太を警備した。（中村）。

・「江戸幕府の北方防衛」を国民の共有認識として周知したい（中村）。

・廃棄物管理は国民生活の最重要のインフラですから、できるだけ自治体管理で

完結するのが安全保障の観点から重要です。私から皆様にお伝えしたいこと

は、日本に対し領土だけでなく、技術、お金を奪おうとする、武器を使わな
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い戦争―超限戦、ハイブリット戦―が仕掛けられていると警戒を怠らず、研

究を進める姿勢をとっていただきたい。（中村）

５．その他連絡

特になし。

以上。
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１．２．５ 廃棄物計画研究部会 関西グループ 第１回 勉強会議事録 

▼会概要

・日 時：令和３年７月３１日(土) １５時～１７時

・形 式：対面＆ウェブ会議（Teams）

・参加者：大産大 花嶋、和歌山大 金子、川崎重工 山口、TMEIC 北垣、Hitz 西、

原田、Ｕプランニング 上田、エックス都市研 浦邊、山本、秦講師、

堀井、太誠 三品（以上１２名、敬称略） 

▼講演「多面的価値を創出する廃棄物処理施設と廃棄物計画」

（エックス都市 秦さん）

▽Overview

・廃棄物処理施設のローカル SDGs への貢献を考える。

・迷惑施設からの脱却の方向で、いたずらにきれいにしたりコストアップしたり

しているのでは。

・小規模地方都市ほど人口減少、大都市は微増、つまり地方から都市への流れは

継続している。

・年間-2%はかなり深刻、生活スタイルも変えてしまうほどの事態。ごみ減少、収

集効率低下、役所規模縮小、そして財政規模縮小・悪化、公共サービスの維持

が困難に。

・そして昨今脱炭素化の動き活発化、公共予算（競争的資金、税制優遇など）も

潤沢なのでなるべく早く着手する

ことが重要。

・農水省発表「みどりの食料システム戦略」（ R3.5.12）：食品ロス、農薬、包装材

などに基準付け

・国交省「グリーンチャレンジ」（ R3.7）：下水道、生ごみの下水投入検討本格化

・脱炭素化におけるパラダイムシフト：災害や気候変動への対応、人口減少や財

政縮小への対応、SDGs、 CN など

・現行施設の長期耐用に照らして 10～20 年後にどんな機能が必要か、という目線

で考えるべき。

・地域を豊かにする＝地域に新たな価値を生み出す廃棄物処理システム。（ p16）

・地域循環共生圏、つまり地域産業とも共生し地域資源の循環を構築する＝多面

的価値。

・多面的価値の分類（ p20）

①公共インフラ：防災拠点、災害時にも使える、武蔵野 CC、地域のコミュニケ

ーション
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 ②産業振興：廿日市の熱供給、鹿児島市南部のバイオガス供給  

 ③地域振興：新産業の誘致、育成、既存産業の支援、大木町の液肥、佐賀市の

CO2 供給、一産混焼  

 ④地域収支の改善：地域経済循環分析の活用、お金流れを見える化（地域外へ

の流出抑制） 

※その場合、「地域」の定義、バウンダリの設定が難しい 

 ⑤民度の向上：地域住民が自ら考え行動し解決する、キャパシティビルディン

グ、印西地区の事例、地域から積極的に自分たちで考えて構想を描き納得性

の高いものに仕上げる 

・地域の戦略立案（適切な方法論、評価、支援策、地域プラホの運営支援）でき

る組織や人材が必要。（ P39） 

 

▽令和３年度第２回研究会・幹事会（７／１９）でのシュタットベルケに関する

講演の紹介（北垣さん） 

（内容は講演と重複のため省略） 

 

▽質疑・コメント 

・民間事業者による資源循環・地域振興の計画（ p29）は林業まで巻き込んだ計画

だったが、土地の確保が成立せず頓挫した。 

 Ｑ：プラスチックを焼却しない前提とはどういう意味か？（浦邊先生） 

 Ａ：プラスチック資源循環促進法（プラ新法、2022.4 施行）では、バイオプラ

への転換や、プラ分別していることが交付要件になったりもする。ただ、

プラスチックを燃やさない前提になるにはまだ時間はかかるのでは。 

（秦講師） 

 Ｑ：シュタットベルケのようなしくみでやればうまくいったのか？収益を最優

先する民間企業の判断により覆ってしまう点がこのような計画の脆さで

はないか？（原田） 

Ａ：廃棄物発電の収益を地域に還元するという意味で、この事例自体がシュタ

ットベルケ的な提案であったといえる。シュタットベルケは電力が一番の

収益源であり、それを福祉部門などの赤字事業の補填に充てている。つま

り、収益性のデコボコをトータルで帳尻併せて採算している。ドイツと日

本の違いとして、ごみ処理にかかる費用負担が、ドイツでは各家庭の従量

制であったり、多少高くても地域インフラを支える事業者から電力を買う

という文化があるようなのに対して、日本のごみ処理費は税金である意味

定額であること、お金の流れが見えず市民が地域の事業者を支えるという

発想が生まれにくいといった違いがある。（秦講師） 
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・問題の捉え方を整理すべき。今回の講演の問題設定のバウンダリは広く、ごみ

処理施設を中心に考える計画部会メンバーが捉える範囲とは異なることに注

意すべき。そのバウンダリの範囲によって多面的価値が変わってくる。 

また現在の廃棄物処理事業は自治体が独立して運営できることが前提であり、

地域特性にも大きく依存する。（金子先生） 

・講演中紹介された事例は、５つの多面的価値（ p30）の全てではなく、地域の特

性に応じて一つか二つを実現しているのでは。結局地域特性ということに片付

けられてしまうかもしれない。（金子先生、三品） 

・現在は高効率発電の補助金や FIT で成立しているが、今後脱炭素に関連した新

しい補助金を獲得できるように仕込んでいくべきでは。（山本） 

 →補助金頼みでは進化しない。経済的自立を図れるしくみが必要（金子先生） 

・廃棄物計画を考える上で、全てにおいて多面的価値を創出せねばならないとい

うものでもないのでは？（西） 

→同調圧力的にみんなが同じゴールを設定する必要はなく、多面的価値を各地

域のどのレベルのニーズに対応させて考えるか、地域特性を踏まえてタブー

無しでたとえば一廃産廃合わせ処理などの選択肢も考えねばならない。 

（秦講師） 

 

▼その他  

・次回、今回と同じテーマかＣＮかで令和４年２月～３月に開催予定。 

（以上） 
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１．２．６ 廃棄物計画研究部会 関西グループ 第２回 勉強会議事録 

 

▼会概要 

・日時：令和４年３月１２日(土) １５時～１８時 

・形式：対面＆ウェブ会議（Teams）  

・参加：北海道大 石井、国環研 稲葉、エックス都市 堀井、山本、浦邊、西川、

和歌山大 金子、TMEIC 北垣、日本工営 木村、大産大 花嶋、UH プラン

ニング 上田、三重県 西田、武蔵野市 中川、プランテック 鮫島、 

斎木、太盛 三品、日本大学 橋本、Ｈitz 家山、原田、西（敬称略） 

 

▼講演「日立造船のメタネーション技術の取り組み事例(環境省委託)紹介」 

（Ｈitz  家山氏） 

▽Overview 

・ 2019 年のダボス会議で安倍首相がメタネーション技術について言及した。 

・第 6 次エネルギー基本計画にて、2030 年までに温室効果ガスを 2013 年度比 46%

減目標とした。 

・Ｈitz が技術と資産を買収した EtoGas は Audi 向けに、世界最大級の PtM プラ

ントを建設した。メタン発酵したバイオガス中の CO2 と、水電解装置で製造し

た水素とを反応させるメタネーション装置。生成したメタンガスは、Audi の車

で使用できる。 

・メタネーション技術とは、CO2 と水素からメタンを合成する技術で、サバティ

エ反応と呼ばれている。１モルの CO2 に対して４モルの水素が必要、発熱反応

である。従来触媒では 200～ 300℃の温度ので反応開始する。 

・水素は再エネからの水素を用いて柔軟に運用可能。 

・既存インフラを利用可能であるため、運用面での課題が水素の直接利用などと

比較して少ない。 

・1993 年に東北大の橋本先生が、地球規模で CO2 をメタン化、循環利用するグロ

ーバル CO2 リサイクルを提唱。 

・Ｈitz の触媒は低温域（180℃付近）で活性を示すのが特徴。 

・環境省委託事業の実証試験では、水素発生装置には LP ガスを使用。社会実装時

には再生可能エネルギーによる水電解水素による水素を使用することなどを

想定している。 

・小田原の実証試験装置は今年３月末に完成し、約４か月の試験スケジュールを

予定している。 

・小田原の実証試験で CO2 を回収する清掃工場は水噴射炉で、排ガス中の CO2 は

数％程度。CO2 分離回収装置としてはアミン吸収法もあるが、吸収塔の高さが
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高く、高さ制限で困難だったこともあり、既存技術としてのＰＳＡ（物理吸着

法）を用いた。 

・CO2 分離回収やメタネーションでは、HCl や SOx は ppb レベルが望ましいとさ

れている。 

・合成したメタンは SOFC による発電で使用している。合成したメタンの利用につ

いては様々な使用方法があることを示したかった。 

・日本には電力供給量の最大 2 倍の再エネポテンシャルが存在するが、天候等に

よって出力が変動する。 

・再エネを月単位で貯蔵する場合、水素やメタンのようなガスとして貯蔵するこ

とが適している。 

 

▽質疑・コメント 

Ｑ：どの程度のガス濃度が確保できるのか？（北垣氏） 

 Ａ：メタン濃度 80%であれば燃焼可能（ガスエンジンはこの程度の濃度でも可

能）と推定している。メタネーション自体は濃度 99%も可能であるが、入口

の CO2 濃度によるため、CO2 の純度を如何に上げられるかがカギ。低濃度で

も使用な可能なところを見つけていきたい。（家山氏） 

 Ｑ：実際にメタネーションを稼働するにあたり、どの程度の水素、再エネの余

剰電力を確保できるのか？（北垣氏） 

 Ａ：水素、再エネ余剰用電力の確保については言及できない。世の中の情勢に

より大きく異なり、例えば、いつ頃から売上げられるかも社内でも言ってい

ない。水素の価格等がどのような状況になれば本技術が適用できるかを検討

していきたい。まずは社会実装規模での技術実証が本事業の目的。（家山氏） 

Ｑ：CO2 削減のインセンティブ、とメタンの売り上げのバランス、ランニング

コストは？（北垣氏） 

 Ａ：どの電力を使用するかによっても全然違ってくるし、水素も余剰なのでコ

ストには入れたくないのが本音。2050 年に再エネが普及して水素が安価にな

っての話。現実的な経済性検討は現時点は厳しい。（家山氏） 

Ｑ：CO2 濃度がどの程度であればメタネーション可能なのか？（山本氏） 

 Ａ：CO2 濃度は 60%とかでも可能だが、 80%でようやくガスエンジンで使用でき

るかどうか。（家山氏） 

  触媒反応なので、手前のガスを綺麗にしておかなければ、触媒が劣化してし

まう。（石井先生） 

・CO2 濃縮よりも膜分離などでのメタン濃縮が簡単にできるのであれば、メタ

ン濃縮もありではないか。 

Ｑ：反応熱により温度が高くなりすぎるということがスケールアップの課題と
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聞く。CO2 濃度が低い方が温度を抑えられないか？（北垣氏） 

Ａ：反応熱は 200℃レベルであり、発熱に困ることはない。通常の種々の排熱

利用を組み合わしたい。（家山氏） 

Ｑ：メタネーションに有力なのは清掃工場ではなく、セメント工場ではないか。

セメント工場は儲からなかったら導入しないが、清掃工場の方が導入すると

決めたら実行する。そのため、清掃工場から普及させることも考えられる。

将来的にはセメント工場は必須になる。そちらに結び付けた方が良いのでは

ないか？  

Ａ：清掃工場が水分などの影響で一番難しいと思っている。こちらで実証でき

れば他の場所でも実施可能だろう。言われるように、他の産業でのメタネー

ション利用のお話はある。 

・メタンの使い道について、導管注入があるが、不純物質の除去、熱量調整の

ためのプロパンやブタンの注入、腐臭などコスト高でハードルが高い。脱炭

素が難しいと言われている都市ガスや LP をクリーン化するのに加えて、メ

タンインフラを進めていかなければいけない。例えば、エア・ウォーターが

バイオガスから液化メタンの変換に取り組んでいる。（石井先生） 

Ｑ：メタネーションの効果は、CO2 削減を目的としているのか、燃料を作るこ

とを目的としているのか？  

Ａ：清掃工場の脱炭素は必ずしもメタネーションでなくてもという議論もある。

メタンを燃料とする価値は、実際に本格的な水素社会になれば小さくなるが、

本格的な水素社会が到来するのかという疑問や既存のインフラを使用でき

るメリットから、本格的な水素社会までの過渡期にメタンを使用できるので

はないかと考える。ご質問に対する回答としてはごみ焼却を利用する本事業

では、どちらかと言えば CO2 削減が目的か。（家山氏） 

Ｑ：カーボンリサイクルを回すことで C を固定化するイメージか？（原田氏） 

Ａ：代替燃料を削減できるのが一番。（家山氏） 

Ｑ：欧州ではメタネーションが積極的に取り組まれているのか？日本も再エネ

が普及すれば積極的に取り組まれるのか？（木村氏） 

Ａ：Power to Gas には取り組みたいが、水素にするかメタンにするか、水素の

方が良いのではという話もある。再エネが普及すれば、既存インフラが使用

できるのでメタンの方が社会実装されていくだろう。（家山氏） 

・水素なのかメタンなのかそれ以外なのか、日本は 1 つに絞りたがるが、色々

な手段を持っていてもいいのではないか。すぐには水素社会は来ないと思う

ので、その間はメタンなど。この話は国の事情（既存インフラや天然ガスの

成分や利用形態など）によってもいろいろ変化するので、答えは出ない。（石

井先生） 

40



▼話題提供「ＣＮ時代の廃棄物処分場とは」（エックス都市研究所  堀井氏）

▽Overview

・処理技術の転換期（2000 年代～現在）では、ゲリラ豪雨の影響によって CS 処

分場が増加し、現在約 80 か所存在する。ＣＮの視点から見たら、今までの処理

技術の変遷は見直すべきではないか。

・地球温暖化（ＣＮ）対策に危機感を持つ世界中の若者がグラスゴーに集結、COP26

の発表を聞き、がっかりした。

・ＣＮ時代の浸出水処理では省エネ型（化石燃料を使わない）システムが求めら

れる。

・最終処分場からの GHG の成分・濃度やその発生量は正確には把握されていない。

今後、で調査していきたい。

・再エネの利用について、埋立処分場の跡地では太陽光発電は利用されているが、

風力発電はあまり導入されていない。今後の検討課題である。

▽質疑・コメント

・再エネ技術、創エネ技術を組み合わせて脱炭素を始めようという発想。迷惑施

設からの脱却として、今までは環境学習などのソフト面が主だったが、処理施

設がもつ特性・ポテンシャルを活かしながら地域に還元できることはないか、

自由な発想で考えている。（北垣氏）

・ＬＳＡでは、太陽光パネルを導入している処分場の調査を来年度予定している。

（石井先生）

・最終処分場はどんどん高度化して過剰になっているが、そこまでする必要はあ

るのか。（花嶋先生）

→ 環境規制や住民とのやり取りなどで、真剣に話し合わなければいけない。

（石井先生）

→ お金をかけた方が安心だという心理があった。補助金が無くなれば、もう少

し華美ではなくなるかもしれない。（山本氏）

・ＣＮの視点で、最終処分場や浸出水処理からの炭酸ガスやメタンや N2O の濃度

はまだ正確には把握されていない。（堀井）

・話題提供の前の講演では焼却施設におけるＣＮがテーマだったが、処理残渣の

性状は最終処分に影響する。両者の一体的なマネージメントは議論されている

のだろうか。（稲葉先生）

→まだ不十分だ。（石井先生）
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１．３ 話題提供・講演 

令和３年度は部会活動で示したとおり、関東グループと関西グループの合同

で４回の研究会をＷｅｂ会議で行い、関西グループを中心に２回の勉強会を幹事

の所属会社会議室とＷｅｂのハイブリッド会議で行った。 

第１回及び第２回の研究会は、１２月にＷｅｂ開催で行われた企画セミナー

の準備として、当部会幹事長と講演予定者に話題提供を行っていただいた。 

又、関西グループ勉強会の第１回、第２回とも最近の技術的情報を基にした

勉強会として、それぞれ専門家による話題提供をしていただいた。そして、それ

ぞれの内容に関しての議論を行った。 

ここでは、関東グループと関西グループの合同の第１回と第２回の研究会及

び関西グループの第１回と第２回の勉強会で話題提供・講演を行っていただいた

内容についてまとめた。 

話題提供・講演をしていただいた題目は以下のとおりである。

１．３．１ 第１回研究会

「シュタットベルケについて」

（国研）国立環境研究所 稲葉 陸太氏

１．３．２ 第２回研究会

「シュタットベルケに学ぶ新たな地域経営手法」

 京都大学大学院 諸富 徹氏

１．３．３ 関西グループ第１回勉強会

「多面的価値を創出する廃棄物処理施設と廃棄物計画」

㈱エックス都市研究所 秦  三和子氏

１．３．４ 関西グループ第２回勉強会

「日立造船のメタネーション技術の取り組み事例紹介」

日立造船㈱ 家山 一夫氏
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