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２.２.３ 「ごみを資源と捉えた三重の地域づくり」三重県　西田 憲一氏
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２ ．  ３ 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

－謝辞「モノ社会からコト社会に向けたごみ処理施設」

山口茂子  川崎重工業（株）

地域に多面的価値を創出するごみ処理施設について、施設が有する付加的な設

備やそれを効果的に運用していくソフト面に着目をして研究活動を行ってきまし

た。令和２年度は、地域循環共生圏の考え方による地域づくりのなかで、廃棄物

処理施設が担うことができる役割の可能性、さらに施設に関わる人のつながりを

成長、発展させるコミュニティ・デザインを主たるテーマとしました。令和３年

度は、富士市新環境クリーンセンター（ 2020 年９月竣工、設計・施工／川重・石

井・井出特定共同企業体、運営管理／川重・シンキ特定共同企業体）を事例に取

り上げ、同施設が有するビオトープや見学設備などを通じて、地域の施設として

成長する過程から、運営のあり方について、稲葉先生のご指導をいただきながら

とりまとめを行い、研究発表会において発表の機会をいただきました。  

富士市新環境クリーンセンターの運営状況を見ると、完成した施設に多様な人

がかかわりを持つことで場を発展させ、価値を高める結果となっていることがよ

くわかります。  

施設関係者は、長い年月と資金を投じて建設した施設（モノ）を活かそうと、

そこに携わる関係者（ヒト）は、さまざまな努力を行います。それによって施設

の可能性は広がり、さまざまな活動（コト）が生まれます。そのループで、施設

は地域にしっかりと根を下ろし、地域に貢献する施設を具現化していくことにな

るものと考えられます。

モノ社会からコト社会と言われていますが、モノをつくる先の延長線上にどの

ようなコトが生まれてくるのかを見据えて、施設の計画を考えていく、というこ

とが大切ではないかと考えています。  

そして、モノに命を与えて、コトを生み出すのはヒトの力と考えると、ヒトは

エネルギーのような存在ではないかということも言えると思います。

人生８０年時代のなかで、いかにたくさんのモノを得るかということでなく、

いかに多様な経験をするかということに価値を見出していこうという考え方は、

循環型社会を目指していくなかでも、目指すべき方向性であると言えます。  

可能性を探りながら、一歩一歩歩みを進めていきたいと思います。

この３年間は、特別研究グループとして活動の場をいただき、意見交換や発表

の場をいただきましたことを、石井代表、稲葉幹事長はじめ、研究活動に賛同く

ださりました皆さま、計画部会の皆さまに、心より感謝申し上げます。  
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３．研究活動・情報提供 

３．１ これからの清掃職員論考察 

―価値の高い清掃職員の役割を考える― 

中川和郎

はじめに 

地方公共団体は、日常において家庭から事業所から排出されるごみを処理するなど、

行政サービスに大きく寄与している。廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「廃棄

物処理法」という。）では、第６条に市町村は一般廃棄物処理計画を定めなければなら

ないとしており、一般廃棄物処理計画に則り、市町村は自らの責任で一般廃棄物を適正

に処理しなければならないとしている。清掃職員が普段の業務として向き合っている

ごみ収集を通じて、現場で何が問題かを挙げながら、政策を立案・提案をして、どのよ

うに改善していくが問われている。 

本稿では、今後、直営清掃事業をしていくうえでの清掃職員の役割について考え、行

財政改革の歴史、地位、労働実態、過去の政策立案・事業等を振り返り、その中で清掃

職員がどのように生き残り、業務上の価値を見出せていくのかについて論じていきた

い。 

３．１．１ 技能労務職員の位置付けと戦後の行財政改革 

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。 

ごみ収集などに従事する技能労務職員（以下「清掃職員」とする。）は人員削減の対

象とされ、民間委託業務に切り換えていくようになった。この背景には地方公共団体の

財政難と行財政改革がある。昭和 36 年（1961 年）に発足した第一次臨時行政調査会で

の答申では、２年半に及ぶ調査審議を経て、昭和 39 年（1964 年）に「行政改革に関す

る意見書」を答申する。その後、昭和 48 年（1973 年）の第一次石油ショック、昭和 54

年（1979 年）の第二次石油ショックを受けて国・地方とも税収が伸び悩み、財政状況

が悪化した。このことを受けて昭和 56 年（1981 年）３月に前年 11 月 28 日に国会で

成立した臨時行政調査会設置法に基づき、大規模な行財政改革のための諮問機関とし

て第二次臨時行政調査会を発足した。  
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実際、審議は中央・地方の行財政関係や国鉄・電電・専売の三つの政府公社のあり方

などに及び、第一次臨調の審議事項を大幅に上回る、日本の行財政制度全般にわたるも

のであった。その中で地方行政においては、公的部門全般の厳しい合理化を迫ってい

た。地方公共団体には定員抑制の要請し、地方公務員の定数・給与・退職金の合理化を

盛り込んだ。昭和 58 年（1983 年）の最終答申には、地方公共団体の合理化や効率化へ

の指摘も含まれていた。最終答申を受けて行政改革の実行を監視し、具体的な課題を審

査・提言する臨時行政改革推進審議会が発足し、地方の行政改革についても政府へ勧告

した。そして、昭和 59 年（1984 年）に政府は「行政改革の推進に関する当面の実施方

針」を閣議決定し、これに基づき昭和 60 年（1985 年）に自治省は「地方公共団体にお

ける行政改革推進の方針」を策定し、各地方公共団体に通知した。この中には定数の適

正化を含む７つの重点改革項目が挙げられ、その推進を図るために地方公共団体に対

して行政改革推進本部の設置と行革大綱の策定を求めた。これを受けた地方公共団体

は大綱を策定し、行財政全般についての改革を推進していった１）。 

その後のバブル経済があり、バブル崩壊後、地方公共団体の財政状況が悪化する中で、

組織再編や人員削減が実施された。特に清掃業務に従事する現業職員は退職者が出て

も、新規採用しないで人員削減をするなど、直営方式から民間委託形式へと業務形態を

変えていった。日本全国におけるごみ収集量全体の中で自治体が直接集めている割合

は平成元年（1989 年）には 50％を超えていたのが、現在では 20％強まで下がっている

２）。

３．１．２ 清掃職員と労働差別 

清掃職員には古くから労働差別を受けており、住民から暴言を浴びせられることが

少なくなかった。戦後に入り清掃職員の権利や地位に関しては、日本国憲法や地方自治

法その他の関連法令によって整備された。しかし、実態面では身分、給与、職場環境、

福利厚生の面で行政職の職員と比較してはるかに不利で劣悪な条件のもとにおかれて

いた。しかし、自治労系労働組合が中心になって現場の清掃労働条件・職場環境の改善

を行い、清掃事業の社会的、行政的重要度に対する行政関係者や市民の認識を高めるこ

とに大きな寄与をしてきた。

清掃労働に関する社会的偏見や差別問題にしても、ごみ問題の重大化、清掃事業の社

会的評価のアップのゆえにかなりの変化が生じていることは間違いないが、それに対

する本質的な理解が人々の心の中でどれだけ進んでいるかという点になると、なお疑

問の余地が少なくない。

例えばО氏（44 年間東京 23 区の清掃事業に従事し、清掃差別と闘ってきた元清掃職

員）が清掃職員になったのは、高度経済成長期後半の 1972 年（昭和 47 年）である。そ

の頃は現在よりも清掃従事者への差別がひどく、作業中に「臭い臭い」と鼻をつまんで

子どもや女性が走り去るのを何度も経験した。中には仕事をしている最中に子どもが

寄ってきて「おじさんよくこんな仕事をしていられるね」、「おじさんたちはどこで寝て

いるの」と言われたこともあった。さらには当時の同僚が小学校の傍で収集作業をして

いると、２階の窓から見下ろしていた教員が児童たちに向かい、「お前ら勉強しないと
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ああなるぞ」と言われたこともあった。最近でも同種の暴言は存在し、未分別のごみを

排出して収集されなかった腹いせに、「だまってもっていけ、糞ゴミ屋」とごみ袋にペ

ンで書き集積所に投げ捨てられていた事例もあった。これらはほんの一例であるが、清

掃労働者はこれまで「臭い」「汚い」「捨てたものを扱う価値のない仕事」と世間から蔑

まれた３）。

清掃現場では、「キツイ、汚い、危険」という３K 職場と古くからいわれていた。職

場環境の衛生管理・改善を日々検証ながら、実施していくことが求められる。事務所を

リフォームして外壁・内壁とも明るい模様にする。更衣室・洗濯機置場等をリフォーム

して清潔にする。風呂・シャワー室を再整備して清潔にするなど、福利厚生面の改善が

必要であろう。

３．１．３ 清掃職員の労働実態 

新宿区新宿東清掃センターの基本的な業務を紹介する。始業時間は午前７時 40 分か

らであり、午前中が午前 11 時 30 分までごみの収集・運搬作業。午前 11 時 30 分から

午後 12 時 30 分までが昼休み。午後 12 時 30 分から午後２時頃までがごみの収集・運

搬作業、午後２時頃から午後４時 25 分までがごみの収集漏れ・不法投棄対応等などの

トラブル対応に備えての待機となっている４）。

収集業務は、ごみを収集する作業と収集したごみを清掃工場に運び込む運搬作業で

成り立っている。収集車にごみを積み込む作業員と収集車を運転する運転手が一体と

なって収集業務を行っている。清掃職員で優れているところは、地図や地形、さらに地

域のことが頭の中に入っていることである。

例えば、実際のごみ収集では生ごみを収集して収集車に入れるとき ごみ汁を浴び

ることがある。また、ごみ袋に入っているごみは 40ℓ以上になると重量感があり、腰痛

が慢性化になることもある。また、危険と背中合わせで常に細心の注意を払いながら作

業をしている。家庭用ごみには袋の中に爪楊枝や焼き鳥の串、割り箸などが含まれてい

るし、注射器が入っていることもある。

袋詰めせずごみバケツを１つのごみ箱のように扱い、あらゆるごみをそのまま入れ

てあるものも存在する。その場合は清掃車のバケットまでバケツを持ち上げひっくり

返して入れていくのであるが、先述のように中にはプラスチックが劣化したバケツも

あり、慎重に扱わなければ破損させてしまうケースもある。破損させてしまうと弁償と

なるため極力丁寧に作業を行っていく必要がある。一定のスピードに加えて慎重さや

丁寧さも求められる作業となるため、清掃職員は現場で矛盾する要求を突き付けられ

ながら作業を行っている。 

一定のスピードに加えて慎重さや丁寧さも求められる。例えば戸別収集の場合、一戸

建てで門の中にごみ置き場が指定され、ごみを収集する際には、門を開く時には手袋を

外して素手で開くなど、目配り気配りが要求される。まさに「単純労働」ではなく「驚

くほど大変な頭脳労働」である。清掃事業は、現場の清掃職員の創意工夫により公共サ

ービスが成り立っていることを忘れてはならない。
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３．１．４ 1970 年代後半の町田市での取り組み 

政策形成過程での清掃職員参加では、リサイクル文化都市を目指す町田市の職員参

加型プロジェクトチーム「ごみ処理システム研究会」が挙げられる。同研究会は 1979

年（昭和 54 年）秋に市環境部に正式に発足し、課長を含む事務職員、現場職員の双方

含む数十名のメンバーからなり、収集部会と施設部会に分かれた。両部会の下には、収

集システム、車両改善、有害物対策など、11 の小グループによる部会が設置され、そ

れぞれ数名の職員がメンバーになった。部会は週１、２回開催され、小部会の会合は部

会に向けての課題検討や資料準備のために頻繁に行われた。また必要に応じて両部会

の合同会議を行った。

以上のように職場の活動には、役職の立場を離れて議論をした。他自治体への視察や

現場清掃職員との懇談会、合宿、ごみ性状別排出実態調査、事業系廃棄物の排出に関す

るアンケート調査、市民と現場清掃職員との懇談会などを実施した。そして、昭和 53

年（1978 年）３月下旬に両部会の調査活動の結果がある程度まとまる段階に至って、

百数十名の清掃職員全員が３つの班に分かれて、その内容を検討し、職場全体の合意形

成を得るように尽力した。こうした職員参加の活動は、昭和 53 年度（1978 年度）末に

『町田市リサイクル文化センターのための廃棄物総合処理システム基本計画報告書』

となって結実した５）。

３．１．５ 武蔵野市の多量排出事業者への立ち入り検査 

武蔵野市には都内で有数の繁華街である吉祥寺が所在している。2001 年度（平成 13

年度）の事業系一般廃棄物の排出量が 15,818ｔであり、バブル崩壊後も増え続ける事

業系一般廃棄物をいかに減らしていくかが大きな課題であった。市が事業系一般廃棄

物対策に本腰を入れたのは、2002 年（平成 14 年）４月に当時の生活環境部ごみ総合対

策課に調査指導係を設置してからであった。調査指導係の職員構成は、技能労務職員か

ら事務職に任用替えした清掃職員であった。 

調査指導係は、月 10ｔ以上のごみを排出する多量排出事業者に対して、まず当初の

２年間に雑紙資源化、その次に廃プラ分別指導、2006 年度（平成 18 年度）からは生ご

み資源化と重点分野をシフトさせながら指導を行った６）。廃棄物処理法第６条の２第

５項は「市町村長は、その区域内において事業活動に伴い多量の一般廃棄物を生ずる土

地又は建物の占有者に対し、当該一般廃棄物の減量に関する計画の作成、当該一般廃棄

物を運搬すべき場所及びその運搬の方法その他必要な事項を指示することができる」

と定めている。そして、条例で廃棄物の発生の抑制・減量及び適正な処理を図るため、

多量の廃棄物を排出する事業者に対し廃棄物管理責任者を選任し、再利用に関する計

画書を市長に提出しなければならないと規定している。多量排出事業者（令和２年度

（2021 年度）：市内 41 箇所）に対しては、再利用計画書の実施状況の確認及び廃棄物

の減量・再利用を推進するため、年間 100 回程度の立ち入り検査を実施し、それに基づ

いた指導（詳細な検査報告書を作成し訪問指導を行っている。）を行っている。 

こうした取り組みが実を結び、事業系一般廃棄物の排出量はピーク時だった 2001 年

度（平成 13 年度）の 15,818ｔから 2010 年度（平成 18 年度）には 9,562ｔと約 40％も
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減少した。さらに 2013 年（平成 25 年）４月から清掃工場に搬入する一般事業系廃棄

物の処理手数料を１kg 当たり 20 円から 40 円に引き上げ、事業系一般廃棄物の資源化

促進を図った。その結果 2019 年度（令和元年度）には 5,117ｔへとピーク時排出量の

60％以上も大きく減少した。 

調査指導係を設置した時の武蔵野市は、当時の市長はワンマンでやり手のほうであ

ったが、調査指導係の設置と多量排出事業者への立ち入り検査業務は、現場の清掃職員

の発案から生まれたものである。その武蔵野市も、清掃職員の採用をしなくなった。多

量排出事業者への検査業務のノウハウが引き継がれていくのか懸念している。 

３．１．６ 今後の清掃職員の役割に向けて 

それではなぜ、地方自治体の組織に廃棄物処理を行う現場での最前線を担う職員が

必要なのか。それは清掃事業の業務のノウハウが失われ、業務の進捗状況を把握する

ことが困難になるからである。特に民間委託によるごみ収集は直営事業と比較して指

揮監督に時間がかかり、適切な行政サービスが提供されなくなる。 

民間の廃棄物処理業者にごみ収集業務を委託した場合に、直営の人件費と比較して

倍程度と割高になる。このことを踏まえて、自治体は行財政改革の中で、歳出合理化の

取り組みとして直営のごみ収集業務の縮小・廃止、民間委託拡大、民間の廃棄物処理業

者を選定する際の競争入札制度の導入を推進してきた。その一方で、競争入札導入など

効率化を推進する過程で、清掃事業のサービス品質の低下や業務継続及び連携の支障

などに直面したケースも出てきている。

直営業務において、高齢者宅へ個別にごみ収集を行うふれあい収集、大地震や水害な

ど災害時での大量の廃棄物処理対応、他地域への災害応援、各家庭・事業所への廃棄物

排出の適正指導及び啓発活動、不法投棄対策等について比較的需要が高いと考えてい

る。こういった観点から専任の清掃職員を確保することがとても大切である。

直営部門を有するほとんどの自治体は現在、職員退職不補充、民間委託拡大の方針を

堅持しているので、収集技術の蓄積もされなくなる。一定比率において直営部門を堅持

し、委託業者への指導を適切に行い、住民サービスの低下を招かないようにしていくこ

とが重要である。

また、廃棄物処理政策の専門家として日頃において進めている仕事を通じて理想と

現実のギャップ明らかにし、住民の要求・要望等に敏感に反応しながら、現場レベルで

の循環型社会で求められる廃棄物処理政策を立案していくことが大切である。理事者

や住民には何を求め訴え、職場や清掃職員同士で今までの業務について検証し改善し

ていくべきなのかをしていくことである。このことが地道な政策立案につながる。安上

がり本位で人間性軽視だった清掃労働のあり方を抜本的に変えていき、価値の高いも

のにしていく。 

おわりに 

この 10 年の間だと思うが、市民協働など地方創生やシティプロモーション関係で特

定の地方公務員が「スーパー公務員」として脚光を浴び、活躍していることがマスコミ
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に取り上げられることもある。しかし、組織にはスポットライトに当たらない地味な部

署で日々精進し、業務に貢献している職員がいることを忘れてはならない。

清掃事業の業務に勤しんでいる多くの職員は、黙々と働き、現場で汗を流す人たちで

ある。そして、現場からの発想で政策立案できる仕組みを充実させていくことが大切で

ある。政策過程での理想と現実のギャップを埋め合わせ、より高い行政サービスを提供

していくのが清掃職員の役割でもある。住民ニーズを汲み取り、質の高い行政サービス

を提供できるよう期待したい。
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３．２  墨田清掃工場周辺地域における住民意識調査 

Study on resident awareness survey 
around the Sumida incineration plant area

 日本大学理工学研究所  橋本 治 

３．２．１ はじめに 

本調査は、「防災機能を持つ市街地清掃工場立地に関する研究」１）の一環として、東京

２３区墨田清掃工場周辺地域におけるアンケートによる住民意識調査の概要報告である。

墨田清掃工場は、自区内処理の原則に従い 1991 年に東京都清掃工場建設計画が公表され、

都有地であった現在地への建設が決定された。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建設が行われ、公表から僅か 7 年で竣工した。 

「東京ごみ戦争」の舞台となり、激しい反対運動が展開され計画公表から竣工まで 17 年

を要した杉清掃工場と比較して、短期間で建設・竣工した清掃工場として、23 年後の今日、

地域住民の墨田清掃工場に対する意識がどのようなものであるかをアンケート調査により

明らかにした。

３．２．２ 研究の目的 

墨田清掃工場周辺地域住民の清掃工場に対する意識をアンケート調査により把握するこ

とを目的とする。 

３．２．３ 研究方法 

(1) アンケート調査概要

アンケート調査は、清掃工場の直接的な影響範囲 2）と考えられる工場より１Km 範囲を

対象として、各戸へアンケートを投函し郵送で回収する方法により行った。

(2) 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～2020 年に行った千

歳、北、豊島、目黒、杉並の 5 清掃工場における地域住民のアンケート調査と同様の調査

質問項目を用いた。 

配布地区および配布数は、清掃工場から半径１km 範囲を東西南北 4 方向、200ｍ毎に

20 地区に区分し、各地区 50 通ずつ合計 1000 通を直接投函配布した。配付先は戸建て集

合住宅の割合を各地域毎に考慮した。調査地域のうち東方向の E-４、６，８の 3 地区は江

戸川区平井となっている。また、東方向１ｋｍの E-10 地区は、荒川放水路河川敷にかか

るため調査地域を東南東方向１ｋｍの平井地区を調査対象とした。

(3) アンケート内容

アンケートは、回答者の属性質問（7 問）と工場のイメージ、環境汚染の不安、防災支

援の必要性、などについての調査質問（７問）とした。また、墨田清掃工場建設時の地域

と東京都や墨田区の協力関係の認識の有無についての質問を加えた。

(4) 調査日
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アンケートの配付は 2021 年 11 月 2 日、3 日、5 日、6 日、7 日、8 日の 6 日間で実施

した。

(5) アンケートの回収、解析

 回収したアンケートは、基本データベースを作成して、統計的な解析、既往研究データ

との比較を行った。本報告においては、単純集計による他工場データとの比較、工場建設

における地域特性についても考察を行った。

３．２．4 調査結果 

(1)アンケートの回収率

アンケートの回収率は

27.8％となり、これまで調

査を行った６清掃工場の平

均的な回収率となった。各

地区の回収率は 14％から

36％まで変化しているが、

平均値に対する距離や方位

による統計的な有意差は見

られなかった（図１）。 

(2) 回答者の属性

 回答者の居住年数を図 2、年齢構成を図

3、ごみ分別意識を図 4 に示す。 

・回答者の居住年数は、20 年以上が過半数

を超え 58.6％となっている。 

・回答者の年齢構成は、区内の平均的年齢

構成に比べて若年層が少なく 60 歳以上の

高齢者が多く 54.3％となっている。 

・ごみ分別意識は、ほとんどの住民が分別

を実施し、環境や廃棄物に関する意識は高

いと考えられる。一方、他の５工場に比べ、 
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分別を「強くしている」の割合が 6.9％低く、

「ややしている」の割合が 6.1％高くなっている。 

(3) 調査項目

工場周辺住民の清掃工場に対するイメージを図 5 に示す。清掃工場の社会的な役割の理

解については図 6、清掃工場への不安は図 7、還元施設の認識については図 8、防災施設の

必要性は図 9、防災支援によるイメージの変化は図 10、工場建設経緯の認識については図

11 に示す。図 5～図 10 はこれまでに調査した 5 工場を加えた図を示す。 

・清掃工場のイメージは、好意的なイメージが多くを占めているが、他の清掃工場に比べ

「よい」が 4.2％少なくなっている。 

・清掃工場の社会的役割については、基本的な公衆衛生の確保、発電による熱回収・資源

循環等について半数をこえる住民が認識しているが、他の工場平均 75.3％に比べ 67.3％

と低くなっている。また、清掃工場の役割についての認識がない住民の割合が 31.3％と他

工場の平均 23.4％に比べ 7.9％多くなっている。清掃工場に対する理解・関心が少ない傾
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向を示している。 

・環境汚染の不安を感じない住民が 50.4％と

半数を占めるが、不安を感じる住民も 36.0％

となっている。また、「わからない」の回答が

13.3％と６工場平均の 7.7％に比べ多くなっ

ている。一方、不安を感じない理由として工場

を信頼しているが 23.7％で６工場中で２番目

に大きく、不安を感じる理由としては、生活環

境の悪化が 6.1％と他工場に比べ多くなって

いる。 

・還元施設の利用は、65.5％と多くの住民が温

水プール利用しているが、わずか 4.3％ではあるが温水プールの存在を知らない住民もい

る。 

・87.8％とほとんどの住民が、防災支援施設の必要性を感じている。防災支援機能を持つ

ことにより 82.0％の住民は、清掃工場のイメージが好意的に変化する。 

・居住年数が 20 年を超える住民が 58.6％であるが、23 年前の「墨田工場の建設経緯」を

知る住民は少なく、21.2％となっている。 

３．２．５ 考察 

(1) 清掃工場に関する墨田地域の住民意識について

墨田清掃工場周辺地域では、57.6％の住民が工場に対して好意的なイメージを持つてお

り、否定的なイメージを持つ住民 6.5％を大きく上回っている。これまでに住民意識調査

を行った、東京 23 区の千歳、北、豊島、目黒、杉並の各清掃工場においても好意的なイメ

ージを持つ住民が過半数を超えている。従来、社会通念として、清掃工場は地域のイメー

ジを悪化させる忌避施設とされてきたが、これまでの調査結果は、清掃工場が住民から好

意的なイメージで受け入れられる施設に変容してきていることを示している（図 5）。 

(2) 清掃工場に対する不安感について

清掃工場の環境汚染に対する不安感は、31.3％の住民が感じている。その理由は、「設
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図９ 地域防災施設となる必要性
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備故障」や「環境汚染」など従来から

の不安要素が主な理由となっている。

一方 50.4％の住民が不安を感じな

いと答えている。不安を感じない理由

として「清掃工場を信頼している」「最

新の施設」「規制基準を遵守」など、多

くの地域住民から清掃工場が信頼さ

れ、好意的イメージの理由とも整合し

ている。また、不安を感じる理由とし

て「設備の故障」が 12.2％と最も多

く、「生活環境の悪化」も 6.1％と他の

工場に比べ高くなっている。（図 7、

12）。 

(3) 防災施設となる必要性と施設に対するイメージの変化

 清掃工場が防災支援施設となる必要性は、91.5％とほとんどの住民が感じている。また、

防災機能を付加した場合のイメージ変化も 82.0％が好意的な変化となっている（図 10）。 

(4) 清掃工場建設に対する住民意識について

墨田工場の建設経緯を知る住民は、21.2％と杉並工場の 63.9％に比べ低くなっている。

墨田工場周辺地域は、古くから皮革産業や化成工場、ガラス工場などがある工場地域であ

り、清掃工場の建設においても大きな違和感がなかったため、関心が薄くなったものと推

定される。工場周辺の地価変動も住宅地工場のような下落もなく、清掃工場を受容しやす

い地域であると考えられる。 

(5) 清掃工場建設に伴う周辺地価の変動について

 墨田清掃工場周辺の地価変動をみる

と、建設公表の 1991 年には -0.9％

（0.991）と大きな変化はなく、竣工時

に地価は-10.1％（0.899）と下落して

いる。竣工後の地価は、竣工 3 年後に

-11.2％（0.888）まで下がったが、地価

の回復は早く竣工 15 年後の 2016 年に

は-1.5％（0.985）とほぼ計画公表前の

水準に戻っている（図 13）。 

３．２．６ まとめ 

 墨田清掃工場周辺地域においても、地域住民の清掃工場に対するイメージは好意的であ

り、これまで調査した５工場と同様の傾向を示している。清掃工場に対する周辺地域住民

の意識は、住宅地、業務地、工場地の立地地域の違いによる大きな差異は見られず、東京

２３区においては、清掃工場に対する好意的なイメージを持つ住民が多くなっていると考

えられる。 

墨田清掃工場の周辺地域は、工場地域であり皮革産業や化成関係の工場が多い。清掃工
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場建設以前においても悪臭等の環境汚染が多かったと考えられ、清掃工場に対する嫌悪感

は少なかったものと考えられる。特に、皮革工場や化成工場からの臭気には、過去に多く

の住民が悩まされていたことがアンケートの自由意見にも記されている。アンケート調査

における環境汚染の不安の理由としても、「生活環境の悪化」が他の工場に比べて多くなっ

ていることからも悪臭に対する不安が推測される。 

＜参考文献＞ 

1）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 6：第 28～32 回廃棄物
資源循環学会研究発表会講演論文集.2017～2021 

2）橋本治 他：市街地への清掃工場立地が周辺地価に及ぼす影響範囲について：第 25 回廃棄物資源
循環学会研究発表会講演論文集.2014 

3) 橋本治 他：迷惑施設とされてきた市街地清掃工場の近年における位置づけに関する研究―地価変
動調査と住民アンケート調査による評価―：社団法人日本不動産学会学術講演会論文集 35 号、
2020  
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３．３ 研究部会会員が関係する研究発表等リスト 

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、研究部会会員名のみ掲載した。

A1-3-O 廃棄物処理関連施設からのマイクロプラスチックの排出実態調査･････

原田浩希（日立造船）

A2-1-O 一般廃棄物リサイクル対策の大幅導入シナリオの設定と自治体別フロ

ーモデルによる効果推計･･････稲葉陸太 ,  田崎智宏（国立環境研究所）

A2-5-O 廃棄物処理への化学物質の移動実態に関する調査研究･･･････････････

谷川昇（国立環境研究所）

A2-7-P 酪農地域におけるバイオガスプラントが窒素・リン・カリウムの循環

に及ぼす影響の定量評価･･････石井一英（北海道大学）

A4-1-O 「過剰除去」を家庭系食品ロスとみなす妥当性の検討･･･････････････

岡山朋子（大正大学）

A4-3-O SDG 食品廃棄指標 (12.3.1(b))の各国における整備状況･･････････････  

岡山朋子（大正大学）

A5-5-O 電子マニフェストで把握する産業廃棄物委託処理状況について･･･････

松島祐樹（エックス都市研究所）

B1-1-O 防災機能を持つ市街地清掃工場の立地に関する研究  その 6 -杉並清掃

工場周辺の住民意識 -･･････橋本治（日本大学）

B1-9-P 生ごみとプラスチックの分別が可燃ごみの圧縮挙動に与える影響に関

する研究･･････石井一英（北海道大学）

B2-4-O 地域に貢献するごみ処理施設が発展・成長するための運営 ･･･････････ 

山口茂子（川崎重工業） ,  稲葉陸太（国立環境研究所）

B2-8-P 2050 年の人口減少後の北海道における焼却処理施設の広域化・集約化

に関する研究･･････石井一英（北海道大学）

B4-2-O 直営方式と民間委託方式での官民共創による清掃事業の考察  －ごみ収

集処理システムの効率化に向けて－ ･･･････････････････････････････

中川和郎（八王子市民活動協議会） 

B5-6-P 資源作物ジャイアントミスカンサスの導入が酪農地域の脱炭素化に及

ぼす影響に関する研究･･････石井一英（北海道大学）

B5-7-P 酪農場での現場課題に対応したスマート統合システムの開発･････････ 

石井一英（北海道大学）

C1-2-O ポリオレフィンに含まれる有機系添加剤の揮発除去･････････････････ 

齋藤優子（東北大学） 
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C1-3-O 小売りやサービス業を中心とした事業系並びに家庭系一般廃棄物中の

プラスチック樹脂組成に関する研究･･････齋藤優子（東北大学）

C1-6-O 産業廃棄物系プラスチックの都道府県間移動や地域内詳細フローの分

析 ･･････  稲葉陸太（国立環境研究所）

C4-9-P 発泡ガラス材を用いた生物脱臭における臭気成分の材表面水への溶解

と微生物分解に関する研究･･････石井一英（北海道大学）

C4-10-P 食品廃棄物バイオガスプラントにおける発酵阻害因子の解析 ････････

石井一英（北海道大学）

C5-1-O 湿式ボールミル法を用いた廃電子基板の脱臭素処理･････････････････ 

齋藤優子（東北大学） 

D3-1-O 小型反応器を用いた減圧蒸留残渣油とプラスチックの共熱分解におけ

るシナジー効果･･････齋藤優子（東北大学） 

D3-2-O バイオマスプラスチックと減圧蒸留残渣油の共熱分解特性･･･････････ 

齋藤優子（東北大学） 

D3-4-O ポリイソプレンゴムの熱分解生成物組成に及ぼす熱分解温度の影響･･･ 

齋藤優子（東北大学） 

D5-10-P ごみ焼却排ガス処理における焼却灰の消石灰代替可能性に関する研究

･･････プランテック  鮫島良二  

D5-11-P 高温炭酸ガスバブリングにおけるガス及び溶媒温度が焼却飛灰の炭酸

中和に与える影響に関する研究･･････石井一英（北海道大学）

E2-4-O 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 (2)

･･････鈴木和将（埼玉県環境科学国際センター） 

E3-1-O デジタル廃棄物モデルを利用した間隙幾何情報の抽出及び評価法の検

討･･････鈴木和将（埼玉県環境科学国際センター） 

E3-2-O 焼却主灰層からの塩化物洗い出しモデルの改良に関する研究  -溶出ポ

テンシャルと物質輸送係数の視点から -･･････石井一英（北海道大学）

E6-7-P アンケートによる一般廃棄物最終処分場の廃止事例調査（その 2）････

石井一英（北海道大学）

３．３．２ 秋の研究発表会・国際ハイブリッドセッション

IA-4 Potential of permeable pavement made with recycled construction and 
demolition materials in Hanoi,  Vietnam････････････････････････････

Kubota Rieko（National Institute for Environmental Studies）

IE-2 Slow pyrolysis characteristics of poly(lactic acid) and poly(3-
hydroxybutylate-co-3-hydroxyhexanoate) ･･･････････････････････････

Saito Yuko（Tohoku University）
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IE-3 Pyrolyzate Yield Prediction by Response Surface Methodology for 
Cellulose and Polyethylene Co-pyrolysis････････････････････････････

Saito Yuko（Tohoku University）

IE-5 Swelling followed by rod milling to recover Cu, PVC and plasticizer 
from waste wire harnesses･･････Saito Yuko（Tohoku University）

第 32 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.jstage.jst.go.jp/browse/jsmcwm/32/0/_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等リスト

（査読付き論文）

和田年弘、本間隆、落合知、石井一英、古市徹：炭素・窒素循環から見るバイオ

ガスプラント導入の環境効果の評価手法の提案 ,  土木学会論文集 G（環境），

Vol.77，No.6， I I_171-I I_181， 2021 

（総説・解説等）

・石井一英：北海道における脱炭素社会の実現に向けて ,  北海道における脱炭素

社会に向けた取組 ,  （一財）北海道開発協会開発調査総合研究所 ,  pp. 4-11,

2021.12

（学会発表）

・山中元貴、石井一英、佐藤昌宏、落合知：茨城県を含む広域圏域における食品

廃棄物バイオガスプラントを中心とした地域循環共生圏の効果の評価 ,  第 49 回

環境システム研究論文発表会講演集 ,  p.206, 2021 

・篠田奈々子 ,  佐藤昌宏 ,  石井一英 ,  落合知：生ごみとプラスチックの分別が可

燃ごみの圧縮挙動に与える影響に関する研究 ,  第 32 回  廃棄物資源循環学会研究

発表会講演集 ,  pp.85-86, 2021

・石井一英 ,  髙橋恵介 ,  落合知 ,  佐藤昌宏： 2050 年の人口減少後の北海道におけ

る焼却処理施設の広域化・集約化に関する研究 ,  第 32 回  廃棄物資源循環学会研

究発表会講演集 ,  pp.103-104, 2021

（２）（国研）国立環境研究所関連の研究発表及び関連講演等リスト

（査読付き論文） 

・ Rokuta Inaba,  Tomohiro Tasaki ,   Kosuke Kawai,  Shotaro Nakanishi ,  Yusuke Yokoo,

Shigesada Takagi:  National  and subnational  outcomes of  waste management  pol icies

for  1718 municipal i t ies  in Japan:  development  of  a  bot tom‑up waste f low model  and
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i ts  appl icat ion to a  decl ining populat ion through 2030,  Journal  of  Material  Cycles and 

Waste Management ,  Vol .24,  pp.155–165,  2022 

（学会発表）

・稲葉陸太，田崎智宏，河井紘輔，寺園  淳，中西翔太郎，横尾祐輔，高木重

定：一般廃棄物リサイクル対策の大幅導入シナリオの設定と自治体別フローモデ

ルによる効果推計，第 32 回  廃棄物資源循環学会研究発表会講演集 ,  pp.17-18,

2021

・稲葉陸太，中谷 隼，菊池康紀，藤山淳史，松本 亨，東  修，岡本大作，根本

康男，山口直久：産業廃棄物系プラスチックの都道府県間移動や地域内詳細フロ

ーの分析，第 32 回  廃棄物資源循環学会研究発表会講演集 ,  pp.155-156, 2021 

・稲葉陸太，東  修，岡本大作，中谷 隼，根本康男，山口直久，藤山淳史，菊池

康紀，松本 亨：産業廃棄物系プラスチックの都道府県単位での将来推計及び地

域内・地域間のフロー構造の分析 ,第 17 回日本 LCA 学会研究発表会講演要旨集 , 

2-C4-01, 2022
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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４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 

㈲太誠 

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４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、大塚、岡山、押谷、尾葉石、片柳、

木村、久保田、小池、河野、小崎、小林、近藤、齋木、齋藤、白川、進藤、鈴木、

田中、高橋、田崎、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、藤原、古市、松島、三品、三村、

山口、山下、劉、由田、若松 以上52人

関西グループ 
*堀井、青野、浦邊、金子、北垣、小泉、坂元、田村、西、花嶋、林、原田、福岡、

山崎、山本 以上15人

 *：担当幹事 
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