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2010 年 2 月末の新聞に 「精華町・木津川市、

のごみ焼却場（相楽郡西部塵埃処理組合打越台

環境センター 、数年後には限界に」との記事）

が掲載されていた。同施設は、2010 年 4 月に

操業開始 30 年を迎え、施設の老朽化も進み、

大規模改修の必要性に迫られている 「早けれ。

ば 2011 年度にも大規模改修を行い、できれば

現在の施設をあと 10 年維持したい。現施設の

故障に備え、緊急のごみ処理の受け入れ先など

も検討していく考え」とのことであった。また、

「後継施設の建設は、木津川市内の鹿背山地区

を候補地に決めた」との記事も掲載されていた。

この記事を読んで、突然、30 年以上前に引

き戻された感じがした。私は、打越台環境セン

ターが操業する 1980 年より前に、西部塵埃処

理組合の労働組合の応援に、鹿背山にあった焼

却場を何度も訪れていた。当時は、木津町・山

城町・精華町のごみの収集や焼却は、西部塵埃

処理組合が行っていた。打越台環境センターの

操業を契機に収集は各町に移管し、焼却のみを

西部塵埃処理組合で行うという提案がされてい

た。

私たちは、組合員が少数に分割され、各町に

移管されれば、民間委託を進められるおそれが

ある。今までどおり、収集も焼却も一括して行

うべきだと考えて応援した。しかし、残念なが

ら、市町村の直営が原則という従前の自治労府

本部の考え方もあって、収集は市町に移管する

こととなり、非常に歯がゆい思いをしたことを

覚えている。また、その当時から、木津町は早

期に独自の焼却場を建設し、いずれ打越台の焼

却場は精華町が単独で運転することになるとい

う話であった。その後、何度か訪れ、十数年前

に自治労京都府本部の専従として訪れた時には、

「老朽化が激しい。いつ壊れてもおかしくない。

もう限界に近づいている」と、現場の方が悔し

そうに話していた。

新聞を見て 「まだ動いているのだ。あと 10、

年も運転しようとしているのか」と、正直、唖

、然とした。あれから 30年。木津町、精華町は

関西文化学術研究都市として開発が進み、人口

は急速に増加、見違えるような風景となった。

しかし、ごみ焼却場問題については、30 年前

と同じ状態である。

しかし、ごみをめぐる状況は、この 30 年で

大きく変わった 「容器包装リサイクル法」が。

誕生し、分別収集や、古紙、プラスチックの資

源化などが全国的に進められた。バブル崩壊以

降は低経済成長時代となり、さらに人口が減少

するなど、社会状況も大きく変化している。そ

の結果、焼却をしなくてはならないごみは全国

的にも減少し、京都府内や近隣府県の自治体の

焼却場には大きな余裕が生まれている 。（表 1）
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2008年度 2007年度 2003年度

向日市 54,925 14,934 15,583 15,691 △ 757

長岡京市 79,377 22,201 22,866 23,363 △ 1,162

大山崎町 15,225 3,908 4,031 4,269 △ 361

宇治市 190,981 45,879 47,328 52,642 △ 6,763

城陽市 80,561 21,705 22,258 23,793 △ 2,088

八幡市 73,983 17,570 18,220 17,661 △ 91

久御山町 16,518 6,974 7,584 7,572 △ 598

宇治田原町 9,999 2,751 2,776 3,008 △ 257

井手町 8,709 2,355 2,364 2,292 63

京田辺市 65,706 17,483 17,747 18,342 △ 859

精華町 35,289 7,746 9,312 8,778 △ 1,032

木津川市 67,548 14,414 14,524 13,586 828

和束町 4,670 789 810 798 △ 9

笠置町 1,722 400 391 433 △ 33

南山城村 3,210 422 453 514 △ 92

合計 708,423 179,531 186,247 192,742 △ 13,211

＊　焼却ごみ量＝搬入量 ＋ その他中間処理施設からの搬入量

（環境省「ごみ処理の概要」より）

表1　山城地域におけるごみ処理の推移　

焼却ごみ量（ｔ）2008年京都
府推計人口
(10月1日）

2008年度
－2003年度
(増減）

自治体名

山城地域では、2008 年度は 2003 年度に比べて、

約 1.3 万ｔの焼却ごみが減っている。これは向

日市や木津川市の年間焼却量に相当する。その

ため施設の建替計画は、規模を当初の想定より

大幅に縮小せざるを得なくなるなど、大きな誤

差が生じるようになってきた。

こうした、ごみ処理をめぐる大きな変化のな

かで、30 年前の経過と枠組みにとらわれたま

ま、老朽化した焼却場に多額の経費をつぎ込ん

で運転を続けようとしたり、発電もできない小

規模な焼却場建設にこだわり続けることには、

大きな疑問を感じざるを得ない。

山城地域のごみ焼却施設の現状

今日まで、京都府南部に位置する山城地域は、

高度経済成長につれて人口が増加し、ごみ処理

施設の整備に追われてきた。しかし、西部塵埃

処理組合（木津川市・精華町）を除いて、1990

年代までにおおむね施設整備が完了し、現在は、

施設を順次更新する時期に入ろうとしている。

京都市以南の山城地域のごみ焼却場は、2009

年現在 1 市 4 事務組合で、7 つの焼却場ある

。それぞれの施設の概要を、環境省の（表 2 ）

「焼却ごみの推移 と、国立社会保障・」（表 1）

人口問題研究所の「人口推計 を参考し」（表 3）

ながらみてみる。

＜乙訓環境衛生組合＞

乙訓環境衛生組合は、京都市に隣接する向日

市・長岡京市・大山崎町（乙訓地域）の 2 市 1

町が、1964 年に一般廃棄物の処理を共同で行

うことを目的として設立した一部事務組合であ

る。この地域は、1960 年代半ばから都市化が

進み人口増が続いていたが、2010 年に 15 万人

程度となって以降は横ばいである。
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焼却施設の整備状況 施設名称
2008年度
年間
焼却量

稼動年
稼動後
30年

更新
計画年

150ｔ（75ｔ×2炉） 全連続 20,857 1995 2025

75ｔ（75ｔ×1炉） 全連続 20,190 2003 2033

折居清掃工場 230ｔ（115ｔ×2炉） 全連続 36,886 1986 2016 2021

クリーン21長谷山 240ｔ（120ｔ×2炉） 全連続 60,348 2006 2036

京田辺市 甘南備園 80ｔ（40ｔ×2炉） 準連続 17,483 1986 2016 2020

相楽郡西部塵埃
処理組合

打越台環境センター 60ｔ（30ｔ×2炉） 準連続 15,478 1980 2010

相楽郡東部じんかい
処理組合

相楽東部
クリーンセンター

20ｔ（10ｔ×2炉） 準連続 1,598 1999 2029
2019
撤去

5,273

（環境省「ごみ処理の概要」より）

　　　木津川市の民間委託焼却処理量

表2　南山城地域の焼却施設の概要

乙訓環境衛生組合

城南衛生管理組合

処理能力

ごみ処理施設

2005年 2010年 2020年 2030年 2035年

向日市 55,041 54,339 54,525 51,773 49,987 △ 5,054

長岡京市 78,335 79,850 75,928 70,721 67,488 △ 10,847

大山崎町 15,191 15,123 13,576 11,998 11,170 △ 4,021

宇治市 189,591 189,609 183,484 170,657 162,682 △ 26,909

城陽市 81,636 80,051 72,831 63,735 58,591 △ 23,045

八幡市 74,252 74,246 70,209 64,120 60,292 △ 13,960

久御山町 16,610 15,916 15,211 13,636 12,714 △ 3,896

宇治田原町 10,060 9,715 10,000 9,578 9,294 △ 766

井手町 8,951 8,454 8,157 7,427 7,034 △ 1,917

京田辺市 64,008 67,904 71,784 72,939 72,750 8,742

精華町 34,236 35,633 40,728 42,776 43,298 9,062

木津川市 63,649 69,768 70,873 71,836 71,384 7,735

和束町 4,998 4,483 3,835 3,103 2,740 △ 2,258

笠置町 1,876 1,626 1,459 1,186 1,064 △ 812

南山城村 3,466 3,078 2,645 2,101 1,846 △ 1,620

合計 701,900 709,795 695,245 657,586 632,334 △ 69,566

＊　太字はピーク

（「2008年12月推計人口」国立社会保障・人口問題研究所資料より）

表3　山城地域における推計人口の推移

2005年
－2035年
（増減）

国勢調査人口 推計人口

現在の焼却施設は、1995 年稼動の 150 ｔ 日/

(75 ｔ 日× 2 炉)と、2003 年稼動の 75 ｔ 日の/ /

2 施設がある。年間の処理量は約 4 万 1000 ｔ

で、施設の能力としては 2万ｔ程度は余力があ

ると思われる。1995 年に稼動した施設の更新

が 2025 年頃とすると、人口減少もあり、次期

施設の能力は 75 ｔ 日以下になると予想される。/

＜城南衛生管理組合＞

城南衛生管理組合は、京都市の南に位置する、
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宇治市・城陽市・八幡市・久御山町・宇治田原

町・井手町の 3 市 3 町が、1962 年に一般廃棄

物の処理を共同で行うことを目的として設立し

た一部事務組合である。

この地域は、乙訓地域と同様に、1960 年代

後半から急速に人口が増加し、増え続けるごみ

に追われ、住民の厳しい焼却場建設反対運動に

遭遇しながら、施設整備を進めてきた。現在、

1986 年稼動の「折居清掃工場」230 ｔ 日（115/

ｔ 日× 2 炉）と 「クリーン 21 長谷山」240/ 、

ｔ 日（120 ｔ 日× 2 炉）の 2 施設で焼却を行/ /

っている。

焼却量は、2 施設で年間約 10 万ｔ程度とな

っているが、発電施設、灰溶融施設を有する

「クリーン 21 長谷山」で 6 万ｔ以上を焼却し

ているため 「折居清掃工場」はおおむね 1 炉、

だけで運転している。隣接する府立運動公園プ

ールへ蒸気を供給しているが、充分な供給がで

きなくなることを心配しているとのことである。

施設能力は、年間 4万ｔ程度の余力があると見

込まれる。

昨年 11 月の同組合の議会において、2021 年

頃に「折居清掃工場」を更新することがベスト

で、次期施設の規模は 120 ｔ程度と見込まれる

という答弁があった。120 ｔを 1 炉とするのか、

60 ｔを 2 炉とするのかは明らかではないが、

規模からみて発電などができるか疑問である。

また、今後ますます人口やごみ量の減少が見込

まれることから、効率の悪い施設となるのでは

ないかと危惧される。

＜京田辺市環境衛生センター「甘南備園」＞

京田辺市は、1970 年代から住宅開発が進み

人口が増加してきたが、ごみ焼却については、

これまで単独で行ってきた。現在のごみ焼却施

設である「甘南備園」は、1986 年に稼動した

もので、80 ｔ 日（40 ｔ× 2 炉）の焼却能力を/

有している。年間焼却量は 1 万 7000 ｔ程度と

京田辺市環境衛生センター「甘南備園」

相楽郡西部塵埃処理組合

なっているが、準連続運転であり、発電などは

行っていない。

今日まで、ダイオキシン対策や煙突の建替え

などの改修を行ってきたが、すでに 25 年を経

過していることから、更新を計画する時期とな

っている。当初は、稼動から 30 年経った 2016

年を更新時期としていたが、昨年、2020 年に

変更するとともに、隣接している枚方市との広

域化の可能性について、協議が進められていい

ることが明らかになった。なお、市単独で更新

する場合の施設の規模は、75 ｔ 日の焼却能力/

を見込んでいる。

＜相楽郡西部塵埃処理組合＞

プロローグで述べたとおり、西部塵埃処理組

合は精華町・木津町・山城町によって 1962 年

に設立された、ごみ処理を行う一部事務組合で

ある。木津町に焼却場を建設し、打越台環境セ

ンターは精華町単独の施設とするとしてきたが、

木津町での建設は今日まで実現に至っていない。

1980 年代より関西文化学術研究都市として
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開発が進み、奈良市街地ともつながるなど都市

化が進み、人口が急増した。しかし、ごみ焼却

は、1980 年に稼動した打越台環境センター 60

ｔ （30 ｔ 日× 2 炉）しかなく、年間 1 万 600/ /

0 ｔ程度が焼却されているが、1998 年以降は焼

却できない約 5300 ｔを、民間委託している。

2007 年に木津町・山城町・加茂町（2000 年

に焼却場は老朽化し廃止）が合併し、木津川市

が誕生したが、焼却できない木津川市のごみは、

委託処理が続いている。木津川市は、次期焼却

場建設候補地を、木津川市鹿背山地区としたが、

見通しは楽観できないようだ。打越台環境セン

ターは、すでに稼動後 30 年を越え、老朽化が

進んでおり、岐路に立っている。

＜相楽郡東部じんかい処理組合＞

相楽郡東部じんかい処理組合は、相楽郡の東

部にある、和束町・笠置町・南山城村の 2 町 1

村が、1972 年に、ごみ処理を目的として設立

/した、一部事務組合である。1999 年に 20 ｔ

日（10 ｔ 日× 2 炉）の相楽東部クリーンセン/

ターを稼動させた。稼動後、用地や、搬入路の

問題などが発生している。3 町村を合わせた人

口が 1万人程度と極めて少なく、財政上の問題

も含めて施設運営に苦慮している。また、2019

年には、センターの撤去を地元と協定している

ため、その後の処理が課題となっている。

現在、運転経費が各自治体の財政に重くのし

かかっている。一方で、炉の稼働日数は、月平

均 15 日にとどまり、今後さらに人口減少が予

想されるため、施設の維持すら困難な状況であ

るうえ、新たな施設の建設は厳しいと言わざる

を得ない。

山城地域全体では

ごみ焼却能力に余力がある

乙訓環境衛生組合の焼却能力 6.3万ｔ、城南

衛生管理組合 12.6 万ｔ、京田辺市 1.7 万ｔ

（実績）をあわせると（西部塵埃打越台環境セ

ンター分を除く 、焼却能力は 20.6 万ｔとなる。）

山城地域の各焼却場の実績値の合計と、木津川

市の民間委託処理分 5300 ｔを合わせた要焼却

量は 18 万ｔ程度となり、現時点においても焼

却能力には十分余裕があるといえる 。（表 2）

木津川市が民間委託している焼却ごみや、相

楽郡東部じんかい処理組合の焼却ごみ、さらに

京田辺市の焼却ごみについても、城南衛生管理

組合、乙訓衛生管理組合の余力分で、充分、焼

却可能である。

要するに、山城全体で見れば、木津川市で焼

却場を新たに建設しなくても、ごみ焼却能力は

充分に足りているといえる （京都市や隣接す。

る他府県の自治体を含めれば相当なものにな

る 。）

さらに、更新する施設については、単純に更

新するのではなく、他の自治体の施設との一体

化を視野に入れて計画しないと、無用な長物と

なり、後々の世代に負担が大きくのしかかって

くることになる。

焼却場は 1 つ に集約し て建設を

現在、山城地域では、乙訓環境衛生組合にあ

る 150 ｔ処理施設が 2015 年、城南衛生管理組

合折居清掃工場が 2016 年、京田辺市の甘南備

園が 2016 年で稼動後 30年となり、更新時期を

迎えている。しかし、城南衛生管理組合につい

ては 2021 年、京田辺市については 2020 年を更

新時期とするなど、具体的な時期が明らかにな

りつつある。これまでの自治体の枠にとらわれ

ることなく、これからのごみの焼却場の整備に

ついて早急に検討を進めなくては、将来に大き

な禍根を残すことになるのではないかと危惧し

ている。

具体的には、乙訓環境衛生組合 150ｔ炉、城
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南衛生管理組合折居清掃工場 230ｔ炉、京田辺

市 80 ｔ炉、西部塵埃処理組合 80ｔ炉、木津川

市民間委託処理分、相楽郡東部じんかい処理組

合 20 ｔ炉を一体的に更新すると、年間約 10 万

ｔの焼却能力が必要となり、日量 350 ｔ程度の

能力を持つ焼却場が一か所必要となる（乙訓衛

生管理組合 75 ｔ炉と城南衛生管理組合クリー

ン長谷山 240 ｔ炉は運転を継続 。）

日量 350 ｔの焼却場であれば、発電設備、蒸

気利用など、ある程度の効率的な活用ができる

のではないか。発電も蒸気利用も満足にできな

い焼却場をいくつも建設するより、よほどよい

のではないかと思う。

ただ、焼却場を一か所に集中させると、収集

車の運搬距離が大きな問題となる。

しかし、近年、道路網は著しく整備が進み、

高速道路を利用すれば、木津川市から長岡京市

や宇治市には、30 分～ 40 分程度で行けるよう

になった。焼却場の建設場所は、交通の便利な

所に、南北一か所ずつ配置できれば理想的だ。

さらに、城南衛生管理組合で運用している中継

システムを活用すれば、焼却場を一か所にして

も充分可能と考えらる。

ま と め

山城地域全体の、ごみ処理状況を検証すると、

焼却場の処理能力は現在でも充分余裕があり、

木津川市などが新たに施設を建設しなくても、

自治体間の協力で処理できることは明らかであ

る。また、それぞれの焼却場を更新するために、

それぞれが焼却場を新たに建設しなくても、共

同して焼却場を一つ建設し、発電や蒸気利用を

進めるほうが効果的であり、整備された交通網

と中継システムの活用で、充分、可能だと判断

できる。

焼却を要するごみは減少している。また、人

口は、学研都市 3自治体（木津川市、精華町、

京田辺市）を除き、今後、急速に減少していく

こと見込まれている。表 3の国立社会保障・人

口問題研究所の推計によると、乙訓環境衛生組

合、城南衛生管理組合を構成する自治体の人口

は、2035 年には、2005 年の国勢調査人口に比

べて 8万人程度減少する。これは、城陽市が消

滅するほどの人口減であり、2035 年頃の焼却

場更新時には、大きな変動要素となることが予

測される。

この稿では、山城地域の範囲で考察したが、

都市化が進み、交通網が整備されるなかでは、

焼却施設建設の枠組みを、必ずしも山城地域、

さらに京都府内に限定しなくてもよいのではな

いかとも考える。京都市との連携や、府県境を

越えて自治体間が連携することも視野に入れ、

柔軟な発想で廃棄物処理を考える時ではないか

と思う。

自治体は、これまでの枠組みや、経過にとら

われることなく、どのような組み合わせや連携

が効果的なのか、将来負担を抑制できるのかを、

考える必要がある。また 「ごみは厄介なも、

の 「ごみ処理は焼却で」という発想から、ご」

み焼却による「エネルギーを活用する」にはど

うするのかという発想に転換する必要がある。

かつて、ごみ焼却の広域化計画を策定させた

厚生省や、それを策定した京都府は、本気でご

み焼却処理の効率化、自治体負担の軽減を考え

ていたのか疑いたくなる。自治体も、焼却場建

設に国から補助金がでる限り、本気にならず、

簡単には広域化は進まないかもしれない。しか

し、すでに既存の焼却施設に余裕があり、ごみ

も、人口も減少している。焼却場の更新時期は

大きなチャンスである。視野を広げ、現実を直

視して、現場からの発想を活かした、これから

のごみ処理を考えてほしい。
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