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循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会のののの拠点拠点拠点拠点としてのエコタウンとしてのエコタウンとしてのエコタウンとしてのエコタウン事業事業事業事業のののの整備整備整備整備

1997年から2006年までの10年間

で経済産業省と環境省が、２６の

エコタウンを認可して、６２の施設

を整備してきた

廃棄物の最終処分量の２／３への削減

と循環利用率の４０％増加を支える

資源循環基盤の形成（2004年まで）

エコタウン・環境産業進行形，環境調

和型まちづくり事例集，藤田壮監修，

経済産業省発行，2006

国内のエコタウン

事業の分布



エコタウン施設を中核とする循環産業ネットワーク

と地域循環圏の形成に向けての期待

発展第発展第発展第発展第１１１１ステップステップステップステップ

エコタウン内での

資源循環ネットワーク

エコタウンのリサイクルエコタウンのリサイクルエコタウンのリサイクルエコタウンのリサイクル

施設施設施設施設のののの整備整備整備整備・・・・集積集積集積集積

資源循環資源循環資源循環資源循環のののの拠点拠点拠点拠点としてのエコタウンとしてのエコタウンとしてのエコタウンとしてのエコタウン事業事業事業事業のののの展開展開展開展開
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発展第発展第発展第発展第２２２２ステップステップステップステップ

エコタウンと周辺地域で

の資源循環の形成

発展第発展第発展第発展第３３３３ステップステップステップステップ

エコタウンにかかわらず

全国での資源循環形成

循環型経済社会循環型経済社会循環型経済社会循環型経済社会

のののの構築構築構築構築



エコタウンのエコタウンのエコタウンのエコタウンの整備整備整備整備とととと発展発展発展発展によるによるによるによる資源循環資源循環資源循環資源循環
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非循環型の物質の流れ

○産業廃棄物：最終処分場の逼迫と不法投棄

○製造業：海外の天然資源に依存。

○循環産業が成立しない。

現在のエコタウンの物質の流れ

○産業廃棄物の広域循環利用

○製造業；循環資源への資源代替基盤

○循環産業の実証事業



一般廃棄物一般廃棄物一般廃棄物一般廃棄物 川崎川崎川崎川崎エコタウンエコタウンエコタウンエコタウン内内内内のののの企業企業企業企業 産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物

空空空空きききき缶缶缶缶

Scrap 
vehicle

廃家電廃家電廃家電廃家電

廃廃廃廃プラスプラスプラスプラス

金属金属金属金属

くずくずくずくず

廃廃廃廃プラプラプラプラ

スチックスチックスチックスチック

Stainless-manufacturing 
company

ステンレスステンレスステンレスステンレス

Cement-
セメントセメントセメントセメント工場工場工場工場

自動車解体事業自動車解体事業自動車解体事業自動車解体事業

Home appliance 
recycling company

家電家電家電家電ﾘｻｲｸﾙﾘｻｲｸﾙﾘｻｲｸﾙﾘｻｲｸﾙ工場工場工場工場

Kawasaki Cit

・人口:
138万人
・一般廃棄物:
53.2万t/年

川崎市

C-press  t/y

Kawasaki City
134社
4,643,000 ton/y

川崎市川崎市川崎市川崎市のののの多量廃棄多量廃棄多量廃棄多量廃棄

物発生事業者物発生事業者物発生事業者物発生事業者

Waste metal 

Surplus 
power 

Blast-furnace slag 5,000 t/y

Steel-manufacturing 
company

高炉製鉄所高炉製鉄所高炉製鉄所高炉製鉄所

エコタウンのエコタウンのエコタウンのエコタウンの発展発展発展発展のののの例例例例；；；；川崎川崎川崎川崎エコタウンエコタウンエコタウンエコタウン

資源循環の地域ネットワークの形成

廃廃廃廃プラスプラスプラスプラス

チックチックチックチック

ペットペットペットペット

ボトルボトルボトルボトル

紙紙紙紙くずくずくずくず

下水汚泥下水汚泥下水汚泥下水汚泥

そのそのそのその他他他他

汚泥汚泥汚泥汚泥

ばいじんばいじんばいじんばいじん

くずくずくずくず

燃燃燃燃ええええ殻殻殻殻

市外最終処分場

Other Landfill  site

(outside Kawasaki)
市内最終市内最終市内最終市内最終

処分場処分場処分場処分場

Landfill site

焼却工場焼却工場焼却工場焼却工場

Incinerator

Highly treated 
water

Cement-
manufacturing 
company

Paper-manufacturing 
company

製紙工場製紙工場製紙工場製紙工場

Steel-manufacturing 
company

化学工場化学工場化学工場化学工場

PET to PET recycling 
company

ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙﾘｻｲｸﾙﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙﾘｻｲｸﾙﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙﾘｻｲｸﾙﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙﾘｻｲｸﾙ

一般廃棄物

General wastes 
300,000 t/y

Mix paper 7,000 t/y

Incineration ash

power 

Paper sludge 
t/y

下水処理施設下水処理施設下水処理施設下水処理施設

産廃事業者産廃事業者産廃事業者産廃事業者

Garbage collector



あいちのエコタウンあいちのエコタウンあいちのエコタウンあいちのエコタウン施設施設施設施設

エコタウンのエコタウンのエコタウンのエコタウンの発展発展発展発展のののの例例例例；；；；あいちエコタウンあいちエコタウンあいちエコタウンあいちエコタウン

県内でのプロダクトチェーンと連携する循環ネットワーク形成

食品・農林業

のプロダクト
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自動車・機械

産業のプロダ

クトチェーン

のプロダクト

チェーン



生産

消費

資源

素材生産

エコタウンでのエコタウンでのエコタウンでのエコタウンでの環境技術環境技術環境技術環境技術とととと社会技術社会技術社会技術社会技術のののの連動連動連動連動

安定安心の

廃棄物の処

理・処分技術

循環資源活用

生産システム

リサイクル・

リユース技術

環境技術

（技術開発）

生産

・加工

消費

最終処分

廃 棄

資源

採掘

素材生産

グリーン

購入（消費）

グリーン

調達

廃棄物の

排出規制

リユース・

リサイクル

支援制度

社会技術

（社会制度・

規制）

7



楔になる人材

人づくり・

人の循環
国際連携

情報技術の活用

都市都市都市都市とととと産業産業産業産業のののの

共生共生共生共生モデルモデルモデルモデル

市民参加型

環境・エネルギー

教育

参加する仕組

つなぐ

仕組み

アピール

戦略

1997年からの26のエコタウン事業

の実践と集積を通じて様々な循環の

基盤システムが整備されてきた。

エコタウンでエコタウンでエコタウンでエコタウンで実現実現実現実現したしたしたした様様様様々々々々なななな取取取取りりりり組組組組みみみみ

資源循環の

フロントランナー

資源循環の実証

デモンストレーション

廃棄物処理廃棄物処理廃棄物処理廃棄物処理・・・・

資源循環資源循環資源循環資源循環をををを

1970 1990

成長の限界

1994～

産業共生

エコタウン

1997～

ゼロ

エミッション

2000

ブレイクスルー

地域イノベーション

ニーズ

ネットワーク

循環資源

ネットワーク

ネットワークコーディネーション

リサイクル

ポート

グリーン物流
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廃棄物処理廃棄物処理廃棄物処理廃棄物処理・・・・

循環循環循環循環クラスタークラスタークラスタークラスター

活活活活かすかすかすかす地域地域地域地域

モデルモデルモデルモデル



資源循環を単独の問題として取り扱うのではなくて、温暖化問題、自然共生問題との

横断的な最適解をもとめて都市・地域を形成・更新していくアプローチが必要

資源循環

（ごみ問題）

効率的効率的効率的効率的なななな

エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー
コンポスティングコンポスティングコンポスティングコンポスティング

資源循環資源循環資源循環資源循環をめぐるをめぐるをめぐるをめぐる複雑化複雑化複雑化複雑化するするするする環境環境環境環境・・・・社会状況社会状況社会状況社会状況
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低炭素化

エネルギー循環

（温暖化・化石燃料枯渇）

自然共生

（バイオマス生産）

化石燃料

（焼却）

処理

処分空間

エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー

廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物

バイオマスバイオマスバイオマスバイオマス

コンポスティングコンポスティングコンポスティングコンポスティング

飼料還元飼料還元飼料還元飼料還元

栄養塩循環栄養塩循環栄養塩循環栄養塩循環

バイオバイオバイオバイオ

燃料燃料燃料燃料



資源性が

汚染性が大きい

水銀PCB

有機

ゴミ
廃

資源循環資源循環資源循環資源循環のののの社会的推進力社会的推進力社会的推進力社会的推進力のののの変化変化変化変化；；；；公共性と市場性

有機

ゴミ

廃

木材

公的セクターによる廃棄

物の安全安定な処理の

優先度が高い

資源性が

大きい

資源性が

小さい

汚染性が

小さい

レア

メタル

ゴミ
廃

木材

廃

プラ

レア

メタル

廃

プラ

木材

再生利用の資

源価値が大きい

ほど市場の力を

活用できる



環境環境環境環境モデルモデルモデルモデル都市都市都市都市のののの背景背景背景背景とととと特徴特徴特徴特徴環境環境環境環境モデルモデルモデルモデル都市都市都市都市のののの背景背景背景背景とととと特徴特徴特徴特徴

「内閣府地域活性化統合事務局環境モデル都市」資料より抜粋



●コンパクトシティ、LRTによる交通環境低減都市

⇒土地利用の誘導や、公共交通利用の施策

富山、名古屋

●高効率街区の形成、建築物への更新、建て替えの誘導

⇒具体的な街区更新制度、実証地区の設定

千代田、横浜、名古屋、水俣

●自然エネルギーを活用する自立エネルギー都市

⇒

環境環境環境環境モデルモデルモデルモデル都市計画都市計画都市計画都市計画でのでのでのでの提案要素提案要素提案要素提案要素

⇒

●自然エネルギーを活用する自立エネルギー都市

⇒地域資源の活用、カーボンオフセットなど社会システム

北九州、梼原町、堺、帯広

●資源循環、循環型産業による高効率都市

⇒エコタウンの活用や廃棄物の資源活用

富山、豊島、北九州、川崎、水俣

●水と緑のネットワークの活用によるクールシティ

⇒具体的な低炭素化のプロセスを描く 12



環境都市環境都市環境都市環境都市へのへのへのへの展開展開展開展開①①①①；エコタウンを核に広域循環拠点形成

広域循環拠点機能広域循環拠点機能広域循環拠点機能広域循環拠点機能をををを高高高高めるめるめるめる「「「「広域広域広域広域

循環産業循環産業循環産業循環産業クラスターのコアクラスターのコアクラスターのコアクラスターのコア」」」」地区地区地区地区のののの

形成形成形成形成にににに向向向向けてのけてのけてのけての実現施策実現施策実現施策実現施策のののの構築構築構築構築

【たとえば、事業評価として】

地域循環と広域循環，海外拠点と連携

しての国際循環の経済効果， 環境効

果の短期，長期での定量的な

評価

平成17年度廃棄物の

広域移動対策検討調査

及び廃棄物等循環利用

実態調査結果より引用
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【たとえば、モデル事業として】

循環港湾を中核とする総合的な循環拠

点形成の社会実験モデル事業

【たとえば、支援制度として】

広域循環拠点機能が都市の快適性を

損なうことなく成立するための 「循環

拠点の都市開発制度」や「循環広域基

幹インフラ施設」の整備事業



農地農地農地農地エリアエリアエリアエリア

公害対策技術

有機有機有機有機ゴミゴミゴミゴミ

バイオマスエネルギーバイオマスエネルギーバイオマスエネルギーバイオマスエネルギー

環境配慮型の

まちづくり

コンポストコンポストコンポストコンポスト

肥料肥料肥料肥料

里山・農地と

の有機循環
循環循環循環循環

農作物農作物農作物農作物

地域毎地域毎地域毎地域毎のののの特性特性特性特性をををを活活活活かすかすかすかす循環循環循環循環システムのデザインシステムのデザインシステムのデザインシステムのデザイン
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埋立埋立埋立埋立

最終最終最終最終

処分地処分地処分地処分地

工業工業工業工業エリアエリアエリアエリア

公害対策技術

施設の活用

環境調和型

産業システム

都市都市都市都市エリアエリアエリアエリア

処理水処理水処理水処理水

廃熱廃熱廃熱廃熱

都市廃棄物都市廃棄物都市廃棄物都市廃棄物

産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物

14

広域循環産業

拠点



地域循環圏地域循環圏地域循環圏地域循環圏のののの設計設計設計設計

有機資源の分布特性，地域の基盤・産業施設の立地特性を活かす循環圏
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エコタウンとエコタウンとエコタウンとエコタウンと都市都市都市都市（（（（住宅住宅住宅住宅，，，，事業所事業所事業所事業所，，，，商業施商業施商業施商業施

設設設設ほかほかほかほか））））・・・・地域地域地域地域（（（（農林水産業施設農林水産業施設農林水産業施設農林水産業施設））））のののの間間間間でででで

物質循環物質循環物質循環物質循環とエネルギーとエネルギーとエネルギーとエネルギー利用利用利用利用をををを可能可能可能可能にするにするにするにする

総合的総合的総合的総合的なななな都市環境計画都市環境計画都市環境計画都市環境計画・・・・再生事業制度再生事業制度再生事業制度再生事業制度

【たとえば、事業評価として】

地域の物質循環や廃棄物発生，環境負荷の分

布を測定して，モデル事業の効果を定量的に把

握することのできる統合的な評価システム（地

理情報システムの活用）

環境都市環境都市環境都市環境都市へのへのへのへの展開展開展開展開②②②②；；；；エコタウンを核に地域循環圏の形成
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理情報システムの活用）

【たとえば、モデル事業として】

地域での廃棄物を地域で循環する「地域循環」

の社会実験モデル事業． （案）一般廃棄物、産

業廃棄物、農業系廃棄物を合わせて循環性状

によりで組み合わせて収集・地域再資源化

【たとえば、制度として】

産業政策，環境政策と加えて，都市開発や道

路・下水道・インフラなどの都市政策，港湾政策

の統合組織と都市スケールでの循環支援政策

カーボンフリー産業共生地区（案）

循環基盤、産業基盤を活用して、

都市の資源効率向上、低炭素化

を進める総合的な低炭素・資源循

環の拠点地区・地域の形成



循環型セメント産業の地域活用の

ポテンシャルの算定例川崎市内から発生した汚泥の一部を受入川崎市内から発生した汚泥の一部を受入
循環循環循環循環セメントセメントセメントセメント工場施設工場施設工場施設工場施設循環循環循環循環セメントセメントセメントセメント工場施設工場施設工場施設工場施設

【【【【廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの発生分布発生分布発生分布発生分布））））】】】】川崎市内から発生した汚泥の一部を受入
循環循環循環循環セメントセメントセメントセメント工場施設工場施設工場施設工場施設

【【【【廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの発生分布発生分布発生分布発生分布））））】】】】 【t-CO2/y】
700,000800,000900,0001,000,000 137,000t/y

約約約約15％％％％のののの

削減効果削減効果削減効果削減効果

36,000t/y 38,000t/y

電力消費（生産工程）輸送（生産工程）
燃焼（廃棄物処理）輸送（廃棄物処理）

地域循環形成地域循環形成地域循環形成地域循環形成のののの低炭素効果低炭素効果低炭素効果低炭素効果のののの算定例算定例算定例算定例

橘処理センター橘処理センター
堤根処理センター堤根処理センターRPあさおRPあさお 浮島処理センター浮島処理センター

【【【【破棄物処理施設破棄物処理施設破棄物処理施設破棄物処理施設のののの分布分布分布分布】】】】橘処理センター
堤根処理センターRPあさお 浮島処理センター

【【【【破棄物処理施設破棄物処理施設破棄物処理施設破棄物処理施設のののの分布分布分布分布】】】】

3 4
0

500,000600,000 燃焼（生産工程）（生産工程）
ケース0 ケース1 ケース2 ケース3 脱炭酸（生産工程）廃棄物受入量(t/y) 輸送距離(km) 廃棄物転換率(重量%) 最大廃棄物転換率(重量%) 産業廃棄物処理量(t/y) 輸送距離(km) 一般廃棄物処理量(t/y) 輸送距離(km)川崎市内 神奈川県 関東圏 関東圏外粘土系原料代替産業廃棄物 ケース1 0 0 0 0 0 0% 処理される廃棄物 490000 52 0 0ケース2 28,000 54,000 50,000 113,000 52 100% 245,000 52 0 0ケース3 245,000 0 0 0 1.5 100% 245,000 52 0 0ケース4 245,000 0 0 0 1.5 100% 245,000 52 0 0燃料系原料代替廃棄物 ケース１ 0 0 0 0 0 0% 19380 50 18620 5.4ケース2 0 0 0 12,000 50 10% 7360 50 18620 5ケース3 7,360 0 0 12,000 31 14.60% 0 0 18620 5ケース4 18,620（一廃）

0 0 0 5 40% 0 0 0 0
19,380（産廃）



エコタウンのエコタウンのエコタウンのエコタウンの達成達成達成達成とととと将来展開将来展開将来展開将来展開

1997-エコタウン事業
の開始

1998-循環型経済社
会形成基本法 施行

1997-家電リサイクル

法・容器包装リサイク

ル法、建設リサイクル

法、食品リサイクル法

2000-グリーン購入法
2003廃掃法の改正に
よる不法投棄の規制

都市インフラ「エコタウン」形成

(1997-2007)
-リサイクル再資源化施設の整備によ

る地域の廃棄物発生強度の低減

－リサイクル産業の形成と地域の資

源循環力の拡大。

―素材型生産業と循環型産業の連携

低炭素都市への貢献

Low carbon cities and 
regions

-national target of
30% reduction by 2020

地域循環圏の形成

Resource circulation 
city and region 

-rare metal
-carbon resources

エコタウンをエコタウンをエコタウンをエコタウンを機動力機動力機動力機動力とするとするとするとする持続可能持続可能持続可能持続可能なななな都市都市都市都市・・・・地域地域地域地域のののの形成形成形成形成にににに向向向向けてけてけてけて

―資源循環地域資源循環地域資源循環地域資源循環地域― 低炭素都市低炭素都市低炭素都市低炭素都市―自然環境自然環境自然環境自然環境とのとのとのとの共生共生共生共生－－－－

アジア都市への展開

Asian model for eco-
efficient cities

- water, energy and 
material circulation



現状維持現状維持現状維持現状維持BAU 

シナリオシナリオシナリオシナリオ

安定成長安定成長安定成長安定成長

環境負荷環境負荷環境負荷環境負荷

温室効果ガス

水需要

C/N/P排出量

エネルギー消費

バックキャ

スティング

アプローチ

による

政策設計

資源循環資源循環資源循環資源循環・・・・低炭素化社会低炭素化社会低炭素化社会低炭素化社会へのへのへのへの

都市都市都市都市・・・・地域地域地域地域のアプローチとしてのエコタウンへののアプローチとしてのエコタウンへののアプローチとしてのエコタウンへののアプローチとしてのエコタウンへの期待期待期待期待

1930 1960
2000 2050

高度高度高度高度

経済成長経済成長経済成長経済成長

５０５０５０５０％％％％削減低炭素削減低炭素削減低炭素削減低炭素

社会社会社会社会シナリオシナリオシナリオシナリオ

エネルギー消費

グラウンドアップ

アプローチの

政策設計

環境都市では都市・地域の環境資源、社会

資源を活かしたグラウンド・アップアプローチが必要
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エコタウンエコタウンエコタウンエコタウン間間間間のののの連携連携連携連携によるによるによるによる推進推進推進推進ネットネットワークへネットネットワークへネットネットワークへネットネットワークへ

岐阜県

秋田県

兵庫県

岡山県

大阪府

札幌市 北海道

岩手県釜石市

宮城県鶯沢町

（現栗原市）

東京都

青森県富山県富山市

エコタウンエコタウンエコタウンエコタウン地域地域地域地域のののの

経験経験経験経験・・・・知識知識知識知識のののの共有共有共有共有

・循環技術インベントリ共有

北九州市

広島県

山口県

岡山県

川崎市

千葉県千葉市

長野県飯田市

福岡県

大牟田市

熊本県水俣市

高知県

高知市

香川県直島町

愛媛県

愛知県

三重県

四日市市
三重県鈴鹿市

・資源循環制度情報連携

・資源循環基盤整備連携

・資源循環評指標 ほか
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