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自治体間政策連携の重要性 
北海道大学法学研究科教授 宮脇 淳 

 
１.はじめに 

多くの地方自治体が 2015 年度の優先課題として取り組んでいる「まち・ひと・しごと創生政策」に

おける地方版総合戦略、さらには「ふるさと納税」の拡充や法人課税への拡大に関する検討等でも市区

町村たる個々の基礎自治体を単位とする取組みが中心となっている。もちろん、新国土形成計画、地域

活性化政策をはじめとする諸政策では、地方自治体間の連携を重要な選択肢として掲げている。しかし、

消防、廃棄物処理事業、下水道事業、観光事業等個別事業単位での連携が中心であり、地方自治体間の

本格的な政策連携やそれに基づく機能分担には至っていない。人口減少と高齢化が進み人的資源や財政

力の限界が強まる中で、単独の基礎自治体単位で完結する生活・経済活動は極めて限られるほか、行財

政サービスの面でも単独の基礎自治体だけで提供し持続性を担うことの困難性は高まるばかりである。

複数の基礎自治体が本格的に政策や機能面で連携して担う「圏域」の仕組みとその推進に向けた国の政

策展開が不可欠な段階となっている。 
日本の地方自治体間連携の制度としては、一部事務組合、広域連合等の枠組みがありそれぞれ長所・

短所があると同時に、人口減少社会への積極的対応政策として①「過疎集落等の維持・活性化」、②「定

住自立圏構想の推進」、③「地方中軸拠点都市圏の形成」などが提示されている。①「過疎集落等の維

持・活性化」、は、基幹集落を中心に集落ネットワーク圏を形成し集落活性化の持続的実現を図る政策

であり、定住環境整備に向けたハード・ソフト両面からの支援を通じた定住環境の整備・充実を実現す

る政策である。②「定住自立圏構想の推進」は、地方圏の人口流出を食い止める人口ダム機能を確保す

ることを目指す政策であり、人口５万人程度以上の中心市を核として近隣市町村と連携する仕組みであ

り、③「地方中軸拠点都市圏の形成」は、①「過疎集落等の維持・活性化」、②「定住自立圏構想の推

進」を越えてさらに政令指定都市や新中核市等をハブにして、A:経済成長の牽引、B:都市機能の集積、

C:生活関連サービスの向上を連携協定の導入、先行モデルに対する交付税等支援措置等によって図る内

容となっている。急激な人口減少局面に入ると共に従来の経済社会資源の制約が強まる中で、地方自治

体間の合併政策ではなく、地方自治体間のネットワークを形成・連携し、機能分担（連担）を実現する

ことで圏域の充実に資することを意図している。 
 
２. 圏域のネットワーク 

本年８月に安倍内閣が閣議決定した新たな国土形成計画では、地域のハブとなる連携中枢都市圏の形

成を掲げている。連携中枢都市圏とは、一定規模以上の人口・経済を擁する都市圏においては、経済成

長の牽引、高次都市機能の集積・強化及び生活関連機能サービスの向上の実現を目指す自治体間ネット

ワークである。人口減少下においても都市機能を維持するためには、都市間・地域間の連携によって必

要とされる機能に応じた圏域人口を確保していくことが重要である。このため、一定機能を他自治体か

ら享受可能な一定距離の範囲内にある自治体について、行政区域を越えた連携を推進する枠組みである。

必要な都市機能を市街地の中心部や各生活拠点等に集約・機能分散するとともにこれらと各自治体の居

住地域とを結ぶ交通ネットワーク等を最大限に活用することで圏域の形成を図る。一方で地方版総合戦

略は、自治体間連携を視野に入れているものの、各基礎自治体単位の戦略策定が基本となっており、人

口ビジョンも含めて基礎自治体が集まった都道府県、そして日本全体での政策的な合成の誤謬の発生が

大きな課題となることが危惧されている。 
都市型自治体が中核となって形成する圏域のネットワークの機能の第１は、外に向けた結合機能、す
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なわち外的ハブ機能のネットワーク機能である。自治体内の公共サービスを支える従来の中軸機能だけ

でなく、経済社会を問わず国内外・地域間の多面的なネットワークとしての節、すなわち外と内を結び

付けるハブ機能としての役割が極めて大きくなる。国内の他の圏域はもちろんのこと、経済活動、社会

活動、文化活動等多様な活動がアジア等グローバル社会に直接に結び付く時代となり、国を通じた外交

戦略だけでなく都市型自治体が圏域内の各地域と海外を結び付ける動脈としての結合の役割を果たし、

相互に競争力を高めることが重要である。そのためには、地方分権改革や規制改革等都市型自治体が自

由な発想で活動できる基盤整備が不可欠であり、そこを核に周辺自治体と共に様々な資源を圏域単位で

融合させることである。 
第２は、圏域内に向けたハブ機能、すなわち、圏域に存在する多彩な人材と資源を結び付け内生型の

機能を強化する仕組みづくりである。そこでは、住民等地域とのパートナーシップの充実と自治体内の

域内分権の姿を自ら形成できる体質が必要である。具体的には、地域のセーフティネットとしてのコミ

ュニティ機能の拡充・強化を図ることである。国内外の変動が激しくなる時代に地域を持続的に支える

最終的なセーフティネットはコミュニティの再生充実にある。こうした内生型の機能強化による地域の

競争力向上のためには、機能を一極に集積させるのではなく機能分担により分散し結び付けるネットワ

ーク機能の充実が重要となる。 
 

３. 求められる連携機能 

内外のハブとしての機能を具体的にいかなる仕組みで展開するか。その選択肢の一つが「シティリー

ジョン」である。シティリージョンとは、既存の行政区画に囚われず一定の圏域で活動する住民や法人

の姿を一体的に捉えることで、圏域内の経済社会資源等の流動性や偏在性を認識しつつ様々な利害の相

互関係たる地域のネットワークを再構築するものである。具体的には、都市型自治体が中核となり広域

での自治体連携や特区制度等の活用で地域の内生的発展に取り組むことであり、行政区画等を越えて自

律的政策ネットワークを新たに形成することが前提となる。北欧やヨーロッパ地域での都市間連携さら

にはグローバルな連携の形態として注目されており、シティリージョンの考え方のひとつの原型は英国

にある。王立イングランド地方自治委員会委員でもあったデレク・シニア氏である。シニア氏は、シテ

ィリージョンを「その地域の住民が、社会的・文化的・専門的・商業的・教育的その他の特定の施設や

サービスなどを一つの中枢で共有でき、それらの施設やサービスを経済的に提供するために、全国的な

規模に比べれば小さな区域」(Senior, Derek, “The City Region as an Administrative Unit”, Political 
Quarterly, Vol.36, 1965)と整理している。 

日本でもシティリージョンを地域間協力体制と位置づけ、都市を拡大する事によって地域競争力を維

持・拡大するのではなく、都市機能を分散し発達したインフラ等で結ぶ事で地域としての競争力を創り

出す仕組みとして、政府が「地域活性化モデルケース」に認定し（例「飛鳥シティリージョン」等）拡

充を図る取り組みも展開されている。こうしたネットワークによる連携を具体化する手法として、国家

間で締結される条約同様に、地方自治体間で協定を締結し特別な組織等を新たに設置しなくても柔軟な

連携を展開できる仕組みの充実も図られている。地方自治体間の広域連携の充実は、これまでも協議会、

一部事務組合等の制度が形成されてきた。協定方式は、従来の方式と異なり組織等を不可欠とせず構成

地方自治体間の合意によって柔軟に展開することを前提としており、実効性・持続性を担保する確実な

仕組みづくりが期待される。そして、国の認定等と関係なく自治体間で協定を積極的に結び、圏域を形

成できる恒常的な行財政面からの支援措置の充実が必要である。 
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４. シティリージョン 

日本の地方自治体間連携にも、過疎集落単位から政令指定都市を中心とするより広域の圏域を対象と

する政策まで規模により階層的体系があるように、欧米・アジアにおいても様々な規模・形態の地方自

治体間連携、都市地域圏がある。日本における複数の隣接自治体間の圏域形成から 50～200 キロ程度の

距離の地方自治体が、経済社会面の政策展開・サービス提供面で圏域として連携の有機的ネットワーク

を形成する規模まで多彩である。リージョンは、経済社会活動や地域資源等において類似性が高い地域

の広がりを意味することが基本となるものの、シティリージョンの場合は、単なる広がりではなく、一

定の都市を中核にした機能分担としてのネットワークの広がりのことを意味する。シティリージョンは、

国内の地方自治体間の連携等にイメージされる概念であると同時に、EU やアジア地域では国境を越え

た経済社会活動を念頭に置く概念としても位置している。 
シティリージョンの形態は、EU 型、ロンドン・ワシントン型（グレーター型）に大きく分けられる。

前者と後者の基本的違いは、多機能分散型か一極集中型かにある。EU 型はドイツ、オランダ、デンマ

ーク等で形成されている形態であり、圧倒的に優位性を持つ中核都市を形成するのではなく、ドイツ・

フランクフルト圏域（フランクフルト・ラインマイン）のように、相互に個性を確保しつつ多心型複合

都市圏として多機能連携・連担を形成する体系である。ドイツでは都市国家をベースに連邦国家が形成

されてきた歴史的経緯を持ち、人口 100 万人前後、圏域範囲 100 キロ程度の中規模圏域のシティリージ

ョンが形成される形態が基本となっている。また、オランダでは、首都であるアムステルダムを中核に

四つの都市が連携し（ランドスタット）、域内政策調整、経済社会問題の分析、戦略的連携等を図り、

圏域の持続性発展と競争力確保を目指している。ランドスタットの人口規模は約 600 万人、圏域範囲は

約 100 キロ規模となっている。 
これに対して、ロンドン、ワシントン、ニューヨーク等は圧倒的な優位性を持つ中核都市が大きな圏

域に対してネットワークを形成し、多心型ではなく広域行政圏機構等を設けてこれを中核に政策や事業

を浸透させていく形態が中心である。EU 型に比べて規模が大きく人口 1000 万人以上、圏域範囲 200
キロ程度に達する超メガリージョン的性格を持つ。その他、欧米のメガリージョンとしては、米国シリ

コンバレー、カナダトロントなどの例が挙げられる。なお、新興国のメガリージョンとしては、中国の

環渤海地域、上海デルタなどの例を挙げることができる。中国のメガリージョンの場合、経済社会が高

度成長発展段階にあるため、成長の著しい大都市が核となり強力に牽引して広範囲に圏域を形成するこ

とを柱としており、人口規模は数千万規模、圏域範囲は 500 キロ程度以上に及ぶことが多い。そして、

中国のシティリージョンの形態は、国内と同時に東アジア圏を睨んでおり、EU 同様に国境を越えた活

動を睨む中で展開されている。 
こうしたシティリージョンの形成においては、圏域のブランド力強化によるグローバルな競争力の向

上、そして都市を中核とする地域経営力の充実などが大きな動機づけとなり、従来型の様々な垣根を克

服するクロスボーダーの機能を発揮させることがトリガーとなる。シティリージョンでは、圏域の中核

に位置する都市は、求心力・中枢力・企画力をより強く発揮することが求められる。日本の地域活性化、

まち・ひと・しごと創生等の取組みにおいては多心型シティリージョンの形成が不可欠であり、このシ

ティリージョン的な構図を推進させていくためには、交付税等地方財政制度に対する推進政策の充実に

加え、議会制度の柔軟化等幅広い行政、立法面での分権政策の推進が不可欠となる。そこでは、中核と

なる都市制度のあり方、そして道州制等の新たな国の枠組み議論も視野に入れた検討が重要となる。 
一方でシティリージョンの視点は、基礎自治体内での経済社会活動の格差を是正し自治体内の交流を

形成する上でも有用である。東京都杉並区では区内主要地域間のネットワークを形成する多心型地域の

形成を総合計画で明確化している。少子高齢化の中で、都市型自治体でもひとつの自治体内に過疎や限

界集落的地域を抱えるケースが拡大する。そうした際にもシティリージョンの発想は重要な選択肢とな

る。 



 

   

 
5 

ゆで蛙政策からの脱却（行動志向型評価） 
北海道大学法学研究科教授 宮脇 淳 

 

 

政策の進化とは、外部環境の変化に合わせて政策の形態や機能を個別に見直すことを意味するのでは

なく、政策に関して少なくとも累積的変化を体系的に続け、さらに高次のレベルの質に高める努力を続

けることを意味する。こうした進化の努力の継続が、従来の限定的な予見可能性の域を超えた新たなイ

メージづくり、政策の飛躍に結び付く。少子高齢化、グローバル化等大きくかつ恒常的な構造変化に直

面している地方自治体において、政策の進化を求める創造的政策評価の展開は不可欠な課題となってい

る。その理由は、地域の構造的対立の深まりにあり、それを克服するため政策を巡る思い込みの体質を

個人、組織を問わず積極的に改めて行く評価制度の構築が不可欠となる。一時的環境変化や既得権だけ

に左右される政策評価は、逆に政策の混沌状態、ゆで蛙政策を生み出すことに留意しなければならない。 
構造的対立とは、相互に排他的な解決点を持つ二つ以上の考えが地域に共存すること（共通の解決点

が独自では見いだせない状況）を意味する。少子高齢化、財政危機等地方自治体が活用できる資源制約

が強まるほど住民間などの利害関係が対立し相互に調整困難な問題が並列的に存在する構図が頻発す

る。住民相互の解決への考え方が矛盾して共存しているため、地方自治体内だけではその解決のための

調整点を確定できない構造である。出口なき政策議論を克服する政策手段として、第１に耐えられる対

立の領域にとどめること、第２に対立の操作を行うこと、第３に意思力の操作を挙げることができる。 
第１の耐えられる対立の領域にとどめるとは、足元の利害関係者間の損失を最小化し現実的・妥協的

な結論に到達することで問題の深刻化を回避する手段である。いわゆる、皆で少しずつ我慢する構図で

ある。従来の政策形成の多くはこのレベルでの対処を中心としている。この場合、既存の政策形成に関

与できる限定的な利害関係者間での対立を調整することは可能であっても、政策形成に関与できない多

くの住民は構造的対立の中に残されることになる。耐えられる対立の領域にとどめるために、形式的な

政策評価制度が活用される場合も少なくない。 
第２の対立の操作とは、地域の将来像に関して否定的な構図を提示し、解決策の模索に向けた行動を

惹起する方法である。この方法では、実行しないかまたは不十分な実行に伴う否定的な将来像を提示し、

政策議論による検証を活性化させた上で対立を解除し解決に向けた妥協的協力に方向づけるものであ

る。いわゆる「危機感を高め解決に導く」方法である。地方自治体の財政危機などにおいて、財政破綻

した場合の住民サービスの劣化等否定的な構図を提示し危機感を共有することで、住民生活等に大きな

影響を与える事業、例えば、病院等の統廃合を含めた抜本的な財政の見直しを行うなどが具体例として

挙げられる。この流れの政策評価の活用として特定の事業の見直しについて首長が決断し、正当性につ

いて外部者で構成する政策評価委員会に諮り御墨付きを得て改革を推進する方法などが挙げられる。 
しかし、この段階では新たな制度を生み出す創造性を政策議論に組み込むことにはならない。 
第３の意思力の操作とは、見てみたい（見ることが可能な）と考える理想的構図を大胆に提示し、対

立を克服する戦略である。第２の対立の操作と異なる点は、否定的な構図ではなく、対立している利害

関係者にとって共通して見てみたいと願う既存の利害関係を克服した理想的・創造的な将来像を提示す

ることで、その実現に向けて積極的に協力する流れに導くことにある。政策を通じて配分可能な資源が

制約的になるほど、第１や第２で対処可能な政策領域は限定的となり、第３の意思力の操作による理想

的将来像を示し対立を克服しなければならない領域が拡大する。こうした理想的将来像に結び付け現実

に具体化する政策評価制度の確立には、従来の既存の利害関係だけを前提としないで考える政策評価、

すなわち管理志向型から行動志向型の政策評価の形成に取り組むことが不可欠となる。 

政策シグナル 
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ロシア経済と欧米制裁・ミンスク合意 
北海道大学法学研究科教授 宮脇 淳 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料）ロシア統計庁データより作成。 
 
欧米諸国による制裁から１年が経過した。この間、ロシア経済は減速傾向を強め、2015 年 4‐6 月期

では実質 GDP が前年比マイナス 4.6%となり減速が加速している。生産・投資活動共に減少しているほ

か、所得・消費活動も減少しとくに小売売上高の落ち込みが激しくなっている。個人消費の低迷はロシ

ア経済に大きな打撃を与えており、その主因は欧米制裁に起因したルーブル通貨下落によるインフレ率

上昇にある。インフレ率の上昇は、勤労世帯の実質所得を減少させ消費性向を低下させている。ルーブ

ル安は、企業活動にも影響を与えている。ルーブル安で民間企業の抱える対外債務の負担増や輸入物価

の上昇は企業収益全体を悪化させている。民間企業の設備投資も欧米制裁による外国資金の投資減少に

加え、ロシア中央銀行が行ったルーブル安に対する対抗的利上げによるマイナス要因も存在する。 
ロシア経済の今後については、ルーブル安が続く中で短期的に回復する見込みは立っていない。また、

新興国の経済減速等を背景とする原油安状況から脱するシナリオが明確にならない中で、ウクライナ東

部に関する和平交渉合意であるミンスク合意が、2015 年中に具体化への道筋が明確化するか否かが政

治的要因として当然のこと重要なカギを握る。合意の具体化への道筋が明確化されれば、欧米によるロ

シア制裁の解除を含めた見直しが進み、ロシア経済が 2016 年に回復傾向を見せる可能性がある。なお、

原油安はロシア財政にも長期的に影響を与える点も留意する必要がある。 

アジアリンク 
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日本の油化技術は島嶼国のごみ問題を救うか 
株式会社富士通総研 公共事業部 林 代至未 

 
はじめに 

あなたは、プラスチックが石油からできていることを知っているだろうか？ 
もし、プラスチックを原料の石油に戻すことができたら、プラスチックごみ（以下、「廃プラ」とい

う。）はごみとしてではなく、エネルギーとして活用することができる。 
本稿は、日本の廃棄物処理制度及び技術の発展を振り返ると共に、廃棄物処理技術のひとつである油

化技術を取り上げ、島嶼国での普及の可能性を提示したい。 
 
１．日本の廃棄物処理の歴史 

日本は、江戸時代より古紙問屋や古着回収屋等の資源再利用業者が存在し、明治時代（1900 年）に

は日本で初めての廃棄物管理に係る法律「汚物掃除法」が施行され、自治体による廃棄物の回収・埋立

てが開始された。その後、高度経済成長により生活様式は大量生産・大量消費へと変化し、物は使い捨

てが当たり前となり、廃棄物は増大・多様化していった。このような大量消費社会は、河川や大気汚染

等の公害問題、大量な廃棄物の焼却によるダイオキシン問題等を生み出し、結果として公害・廃棄物処

理対策への意識が高まってきた。1970 年代以降になると、国は資源有効利用促進法（1991 年）、容器

包装リサイクル法（1995 年）、家電リサイクル法（1998 年）、食品リサイクル法（2000 年）、循環型社

会形成推進基本法（2001 年）等の各種リサイクルを義務付ける法律を次々に施行し、これらの法律に

誘導される形で、民間事業者による有害物質の無害化処理技術、原料をそのまま用いて別の形に加工す

るマテリアルリサイクル技術（プラスチック形状を変形加工する等）や、原料を化学変化で別の素材に

加工するケミカルリサイクル技術（プラスチックを融解して油を取り出す等）等、これら取引に係る流

通システムが構築された。 
このように、法令化と共に静脈物流の仕組みづくりや各処理段階における廃棄物の高度な適正処理技

術が進み、国、市町村、事業者、住民の役割が明確化されてきている様子は、2002 年以降のごみの排

出量（図 2）やリサイクル率（図 3）からも見て取れる。 

 

図 1 ごみの排出量 
出所：「一般廃棄物の排出及び処理状況等（平成 24 年度）について」（環境省、2014 年） 

 
 

事例研究 

 



 

   

 
8 

 

図 2 リサイクル率 

出所：「一般廃棄物の排出及び処理状況等（平成 24 年度）について」（環境省、2014 年） 
出所：環境省「産業廃棄物の排出及び処理状況等（平成 22 年度実績）について （お知らせ）」より筆

者作成 
 
２．海外で活用できる廃棄物処理技術－油化技術 

各リサイクル法の制定等と共に、日本の廃棄物処理は、焼却における無害化技術、埋立て処分場技術、

精錬、精製、整形等、さまざまな廃棄物処理技術が発展してきた。この各種処理技術のなかに、筆者が

発展途上国、特に島嶼国における廃棄物処理に活用できる技術として着目する油化技術というものがあ

る。油化技術とは、加熱による液化及び蒸留という単純な原理を用いて、プラスチックを原料の油に戻

す技術である。1980 年代に原理が確立されて以来、多くの企業が実用化を図り、近年、日本では数社

が実用化に成功している。 
日本における廃プラは重量比で資源ごみの 11.1％（うち、ペットボトル 3.3％。白色トレイ・容器包

装プラを除く。）を占め、その多くが PP（ポリプロピレン）、PE（ポリエチレン）、PS（ポリスチレン・

発泡スチロール）の３種類である。これらプラスチックは、その加工のしやすさや価格の低さから、世

界のプラスチック生産量の半分以上を占め、レジ袋や菓子等の包装袋、コップ、歯ブラシ、バケツ、ま

た建築土木用やラップ材等として、家庭用と産業用の両面で広く出回っている。 
この３種の廃プラを処理対象とした油化装置を製造する企業の一社に、株式会社ブレスト（神奈川県

平塚市）がある。同社が製造する油化装置は、１kg のプラスチックから１リットル（0.8kg）の油（混

合油）を抽出する能力を持ち、油化した油は精製等の追加処理を行うことなく、そのままボイラー等の

燃料あるいは軽油の増量剤として使用できるほか、発電機の燃料に使用することによって電気へ変換す

ることが可能である。使用者の目的に合せて、同装置で混合油からガソリン、灯油、軽油、重油に分留

することもできる。 
 
３．油化処理が適する国や地域 

一見夢のような装置は、国連環境計画（UNEP）や英国のテレビ BBC 放送、日本国内のメディア等

でも取り上げられ、世界中から注目を集めている。確かに「ごみを油にする」といえば聞こえはよいか

もしれない。しかし、販売や普及をさせるには、廃棄物の排出元あるいは装置の使用者によって廃棄物
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が分別できていること、またリサイクルの採算性が図れること、つまり油化処理の副産物である油に市

場価値があることが大前提となる。日本では各種廃棄物の分別回収が進められてはいるが、採算性の面

では、他に安価な処理方法（主に焼却）があるうえ、回収した廃プラに係る中間処理場等での再分別費

用（人件費）が高く、また、油の再利用の観点でも、ガスや原子力発電等の単価の低いエネルギーが普

及しているため、油化処理の採用に対する関心はそれほど高くはない。 
一方、日本で普及しない要因を逆手にとれば、人件費が低く、エネルギー価格が高く、分別回収が定

着しやすい環境では十分普及の見込みがある、と考えられる。この逆転の発想からたどり着く販売促進

の方針が「発展途上国の島や山間地帯（狭小地）での普及」である。発展途上国では装置の価格に比べ

て人件費が小さい。また、特に島や山間地帯では最終処分場を確保するのが困難なうえ、主要都市から

の輸送費は高額になり、その輸送費に伴ってエネルギー価格はさらに割高となる。その反面、島や山間

地帯でも、プラ容器や梱包材は生活雑貨や食品等に付帯して場所を問わず存在しているため、人が住居

するところでは例外なく廃プラの処理に困窮し、さらに処理できないために放置・放棄され、環境破壊

を招く要因となっている。 
 
４．パラオ共和国での実証事業 

上記の分析に基づき、筆者と株式会社ブレストは、2013 年度に外務省の委託事業である案件化調査

を通じて大洋州の島嶼国（パラオ・フィジー・サモア）で油化装置の導入可能性調査を行い、2014 年

度の JICA 普及・実証事業を活用して、2015 年８月から、パ

ラオにて 24時間に１トンの廃プラを油化できる装置を用いた

実証実験を行っている。 
本実証実験は、パラオ・コロール州政府が管理する中間処理

場に油化装置を設置し、油化で得た油を全量用いて専用の発電

機で発電し、その電力を中間処理施設と州庁舎の電源に使用す

る予定である。油化油による発電電力量は、回収分別に係る設

備管理費、人件費、油化装置及び破砕機等の周辺機器を稼動さ

せるための電気料金を差引いたうえで、電気料金に換算して

年間約 12.6 万米ドルの余剰が生まれると見込んでいる。 
パラオの電気料金は日本の電気料金の３倍以上と高額であ

り、これまでコロール州政府は電気代として中間処理施設に

年間３万米ドル、州庁舎に 36 万米ドルを費やしている。そのため、コロール州政府は、油化装置を導

入することによって中間処理施設全体と州庁舎の一部の消費電力を賄うことができ、節約した電気代を、

油化装置を据付する建屋建設工事費、廃プラ回収車購入費、廃プラ回収・再分別に係る人件費、油化装

置の運転に係る人件費に充当していくことによって、本実証実験は独立採算が取れるように組み立てて

いる。よって、本事業を通じて採算性を実証できれば、コロール州政府にとっては油化装置の大型化（再

導入）に向けた予算申請が行いやすくなり、株式会社ブレストにとっては実証事業により得た知見を活

かして、同国及び別の島嶼国や発展途上国に向けたさらなる販売促進を行えるようになるであろう。ま

た、パラオ同様に廃棄物処理の課題を持つ他国の政府・住民にとっても、油化装置の導入が廃棄物埋立

て処分量の減量化（埋立て処分場の延命）の一手段として検討材料となるため、関係各者にとってパラ

オの実証事業は重要な意味を持つ。 
 
 

図 1 油化装置 

出所：株式会社ブレスト 
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５．現地政府の状況 

パラオ国コロール州政府は、約 10 年前までは中間処理技術がないため、廃棄物は最終処分場に埋立

てる他なく、街中にごみが溢れていた。しかし、2003 年に中間処理施設を開設して以来、有機ごみ（主

に残飯・紙・剪定ごみ）の肥料化を始め、金属廃棄物や飲料容器（ガラス・ペットボトル）の回収、輸

出処理を進めてきた。住民に対する分別教育にも力を入れ、わずか 10 年で街中からポイ捨てごみが消

え去った。2011 年には、パラオ国唯一のリサイクル関連法である、輸入飲料容器の国外輸出を義務付

ける「飲料容器リサイクル法」が施行され、2013 年以降、継続的に輸入された飲料の容器の 94％以上

が国外に搬出され、現在は台湾でリサイクル処理がなされている。一方、その他の廃棄物処理関連の制

度は発展途上にあり、例えば廃棄物の大量排出者である事業者に分別や処理責任を課す法令等は存在せ

ず、多くの事業者は直接最終処分場に運び入れて廃棄するか、小規模事業者であれば一般廃棄物として

州政府が管理する廃棄所に廃棄している。 
 
おわりに 

冒頭で述べたように、規制を強化することで、民間のビジネスチャンスを創出し、技術革新・流通の

高度化を進めることができ、埋め立て処分量を減らすことができる。筆者は、実証事業の実施を通じて、

事業者に廃プラ回収の経済効果や利便性、また環境保護への貢献を実感してもらい、かつ油化処理事業

の独立採算性を実証することで、現地政府等に事業の効果を訴え、事業の拡充促進及び制度整備に向け

た検討を働きかけていきたいと考えている。 
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