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の建設 な どがそれである｡
また ,清掃事業 において ,重要な要素 である,
ごみの収集 ･運搬 も清掃工場の立地を考 える上で
見お とす ことがで きない｡23区の清掃工場 のほ と
ん どは,収集 ,運搬 の便 を考 えその立地が決 め ら
れているのである｡

1
. 研究の 目的 と方法
清掃工場は ,都市生活において ,必要 な施設 で
あると認識 されなが らも,その建設は,多 くの制
約を受けて きた｡それは公害 の発生や イ メージの
低下 に よる地価 の下落を招 くか らである｡施設の

東京 23区の清掃工場について,その立地決定 の
要因 とな った昭和 1
4年 の都市計画に よって今 日の
清掃工場 の決定に影響 している｡ これ も,第 1号
の清掃工場 のばい煙問題か ら一極集中の ごみ処理
を清掃工場 の分散 に よって解決 しようとい うもの
であ り,今 日の清掃工場 の立地に近 い形 とな って
いるのである｡

立地 は ,その施設 の果たす役割に よって立地 もこ
とな り,ま してや ,公害 の発生は ,その立地を困
難にす る｡
この論文 で は ,清掃 工場 が果 たす役 割 と必要
性 ,そ して,その一万 で ,地域に与える影響につ
いて考 えてい る｡対象は23区の清掃工場 として ,
その うち建設反対が最 も激 しか った杉並清掃工場
を取 り上げ ,立地が どの ように決定 してい ったか
のプ ロセスを迫 っている｡ また ,反対運動がその

現在稼働 している清掃工場は 1
3工場 (
1
990
年)
ある｡そのなかで ,他 の清掃工場 に多 くの影響を
与えることにな った｡杉並清掃工場 について と り
あげ ,杉並で起 こった ,清掃工場 の建設反対 の運
動 と建設地決定 のプ ロセスに注 目し,どの ように
清掃 工場 の立地が決定 されてい くのかを と りあげ
てい る｡杉並清掃工場は解決 まで 8年かか ってお
り,杉並だけでな く,江東区 も巻 き込み東京全体
の問題 であった｡ と りあえず清掃工場 の問題 は解

後 の清掃工場建設に どの ような影響を与 えたか も
考 える｡

2. 要 旨
清掃工場は ,｢
迷惑施設｣と呼ばれ ,建設 され る
周辺地域では歓迎 されない施設である｡ この よう

決 したが ,ごみの問題 は解決をみず に今 日まで続
くことにな る｡

な施設 は,清掃工場ばか りではな く,他に もその
ような性格 を もつ施設 が あ る｡ 公 的 な施 設 の中
で ,全体に対 しては,便益を与 え,周辺地域には
公害を与える例 としては ,空港があげ られ る｡
また ,清掃工場 のイ メージが どの ような もので
あるのかについては ,総理府 の調査を用いた｡以

そのなかで ,ごみの資源化に よって ごみの減量
化をお こな っている地域がある｡その内 2つの地
域 ,沼津市 と目黒区 ,を と りあげ ,その資源化 の
状況について述べ ,焼却処理に依存 した ,ごみ処
理のあ り方か ら,分別収集に よる資源化 の必要性
を述べている｡

Lの ように,清掃工場が歓迎 されない施設 である
ことを述べたO

清掃 工場 の立地 に おけ る今後 の展 望 につ いて
は,焼却に よるごみ処理 の見直 し,そ して ,清掃
工場 の立地 は公害 を防 いだ と して も,そ の生産
性 ,利用頻度 の よって立地は制限 され ると考 える｡
従 って ,清掃工場の空間を もっと開放 し,地域‑
の還元を増やす ことに よって ,その立地を広げて
い くことを提案 している｡

清掃工場の本来の 目的は,ごみの焼却処理に よ
る減容である｡ しか し,それだけではな く,衛生
上の必要性 もあ り,焼却処理は中心的可燃 ごみの
処理方法 とな っている｡
清掃工場には,先にあげた ように公害 とい った
マイナス面 もあるが ,その一方 ,プラスの面 もあ
る. エネルギーの供給 ,補償 に よる地域還元施設
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