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（会議概要） 

１．委員長挨拶 

 平成31年度第２回木材資源リサイクル調査広報委員会を開催いたします。 

本日は、大規模災害への対応、地域別の木質チップの市場価格実勢調査、そして需給問題検

討会については国の回答の報告となります。 

 

２．新委員及び代理委員の紹介 

○エコグリーンの田中委員と住友大阪セメントの三谷委員（代理）の紹介があった。 

 

３．議事要旨 

（１）大規模災害への対応 

○委員長 ひとつは、環境省産業廃棄物対策室の災害廃棄物再生利用促進調査検討業務である。

この目的は、平時で再生利用が可能だったものが非常災害時に対応できなかった事例を調

査・整理して、リサイクル、再生利用ができる対応策を検討したいということで、昨年から

始まっている。昨年は、私と九州協会の河野委員が、大阪と東京の意見交換会に出席した。

対象は、廃石膏ボード、太陽光発電パネル、木くずである。第１回目は10月31日に開催され

る。次に、林野庁木材利用課の災害被災木等活用実態調査支援事業である。目的は、自然災

害を原因とする流木や倒木を、燃料として地域内で有効活用するノウハウの収集、分析のた

めの調査である。地域内エコシステム事業の一環で行う。国の検討会への参加機会が増えて

きており、全木リ連の意見をまとめておきたい。皆さんからの意見を聞いて、私なりに対応

段階に沿ってまとめたが、追加したい項目等についてご意見をお聞きしたい。また、国への

要望で、災害時への対応で連合会のノウハウを活用してほしいという要望も出している。全

木リ連の意見をまとめておきたい。 

①準備段階での留意事項 

  例えば、準備段階で、自治体における災害廃棄物処理計画策定と保管場所の確保について

要請しているが、ほかに何かあるか。 

○委員 環境省だけでなく、東京都や神奈川県、横浜市等で、既に策定されているのか。 

○委員長 現在は都道府県と政令市レベルで策定済みだが、市町村だと20％ぐらい。そこで、

環境省も自治体が策定できるようにモデル事業等で進めていきたいと言っている。 

○委員 南房総市を見ると、仮置き場が一番大事である。 

②集積所の留意事項 
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○委員長 次に、集積所の作業で、東日本大震災の経験から、例えば、柱、はりなどのマテリ

アル可能な材とサーマルに利用される材としっかり区分するとか、流木は表面が削れて中に小

石等が挟まってリサイクルが難しいのでどうしようなど、母材の分別指針が大事であると皆さ

んが言っている。それから、ユーザーの品質の求めに応じたチップの生産。東日本大震災の報

告書に現場でミンチ破砕したためにリサイクルできず、最終処分場に持っていかざるを得なく

なったとあった。しっかりとリサイクルできるノウハウを持つ事業者へ委託することが大事で

ある。 

○委員 能力というより、地元だからということで、処理能力５トン未満のところが処理する

と言って、結局、山にためて最終的に処理できずに我々のところに来たとか、自分の山にマル

チング材としてまいて処理は終わったという報告を受けている。実際は、物がまだいっぱい残

るとか、結構、見られた。市町村レベルだと、計画案を立て切らないと思う。我々のような団

体が、どういうのをつくってほしいと言わないと、１次仮置き場、２次仮置き場と指定しても、

泥の上とかで全くできない。ある程度、産廃協会我や我々と相談しながら、進めないと難しい。

朝倉のときは、１次仮置き場も、公園の駐車場の舗装してあるところを使わせてくれとか、自

分たちで探して提案していった。 

○委員長 朝倉市は災害廃棄物の処理計画をつくっていなかったのか。 

○委員 つくってないし、役場はそれどころではなかった。地元の復興対策ばかりで、みんな

が「早く直せ」という対応に追われた。事務処理は大変だと思う。 

○委員長 委員のところが、１次仮置き場を選定した。 

○委員 １次仮置き場を我々で、２次仮置き場は４カ月後に県がようやくつくった。そのころ

には、ほぼ、流木は終わっていました。 

○委員長 長期利用による再利用を考えた場合、チップ化すると火災のおそれもあるから、原

木のまま保管するという方法も考えていいと、よく言われるが。 

○委員 火災リスクは、確かに破砕すると出てくる。 

○委員 生木もそうだが、東日本のときは柱材ははねていたと言っていた。そうしないと、一

気に出てお金をかけて遠距離に運んで処理し、あと足りないとか、母材がないとかになる。ど

こか母材のまま保管して時間をかけて普通どおりにならしていったほうがいいと思う。ただ、

熊本もそうだったが、２年と決められるからだめというふうに。 

○委員 東日本のときは、各２次仮置き場に焼却施設をつくった。その際に、２次仮置き場で

選別した物の焼却は土砂付着が多くカロリーが低い。硫黄だとか性質的にも悪い。そこに木を

混ぜることによって焼却プラントは成り立った。要するに、リサイクルと意義が反するが、逆
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に、混廃が出るような災害時には、木は重要な焼却の助燃剤という成分調整剤になる 

○委員長 その木というのは、いわゆる、建廃で、生木ではだめ。 

○委員 倒壊家屋で、柱とか、はりだとか。 

○委員 ちゃんと選別してチップにすれば、ボイラー利用はできる。 

○委員長 集積所の作業で、さらに何かあるか。 

③行政許可の特例の有効性 

○委員 その前の事前準備のところで、「行政の許可」について、一般廃棄物の処理施設は都

道府県への届け出をすればつくれるとか、あるいは、産廃の施設で一廃を処理してもよく事後

の届けでいいというふうに改正されているが、実際に役に立つのか。 

○委員 基本的に、お金を払うのが自治体なので、一般廃棄物で間違いないと思う。ただ、県

同士とか、その自治体同士で、「持ち込みます」という連絡をして、少し時間がかかる。そう

すれば、ある程度のところはいける。 

○委員 そういう特例で、福岡の場合はスムーズに出て、１次・２次仮置き場に破砕機を置い

たりしたが、破砕施設の届け出をした。本来、何カ月かかるのが20日間とか１カ月以内で出た。 

○委員 この廃掃法を改正したことによって、動きやすくなったということか。 

○委員 一廃だと言われたら広域処理できない。例えば、京都で何か起こって、大阪でこれは

一廃だと言われたら行けない。 

○委員 我々も、去年は西日本の豪雨で、宇和島市の土砂を高知工場で受けてくれという依頼

があった。高知工場は一廃許可はなかったが、協議の上で最終的には高知県に災害地の特例申

請という形で、多分、１週間ぐらいで産廃施設で処理してもいいという、スピーディーな判断

があった。 

○委員 今回の台風で四街道の地区プラントは産廃しか持っていないが、15条２の５で前倒し

だった。。災害時については産廃と一廃と同じ性状のものを受け入れる場合は前倒しで構わな

いと行政からの指導がある。 

○委員 激甚災害に指定されたら、一廃とか産廃の区別なく処理できるようにするというのは、

乱暴過ぎるのか。 

○委員長 国の要望で、災害で発生する廃棄物は一般廃棄物に区分されているが、速やかにリ

サイクル処理するためには、広域対応が必要である。そのための手続を円滑に進めるため、災

害廃棄物として定義するなどの措置を検討願いたいという内容を出している。 

○委員 実際、困るのは残渣が出てきたときに「これは一般廃棄物でしょう」と言われると、

行き場所が大変になる。 
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④初動のコーディネーターの必要性 

○委員 今回の、例えば、千葉でも、岡山でも 初動である。すぐのタイミングで計画できる

人を、県とコミュニケーションさせてやるということ。今回、千葉もばらばらになって往生し

ている。民間業者が災害支援するときは、県や都と、その協会や組合が災害時の協定を結んで、

「支援を」という連絡が来る。例えば、本来、館山だとか南房総が非常に被害が大きかったが、

南房総市から千葉県に支援要請して、それを受けた県が組合に支援という連絡をして、我々が

現地に行くという流れである。今回、災害のパターンが風の被害で、九十九里や成田でも被害

があり、八街のほうも被害があった。非常に広域に、小さな現場ができてしまった。小さな町

とか市の担当は、清掃に関するノウハウしか持っていない。木のリサイクルというような専門

的な知識がなく、何をしていいかわからない。とりあえず、駐車場をあけたから貯めておけと

いう話になる。その先のトレーシングができず、「どうしたらいいの」と言っている間に、生

木も何も一緒くたに、山にしたり。だから、そういうことがないように、初動で、ある程度、

大きなルートを分ける人が都道府県と連携しながら市町村を統括するような形で連絡ができる

ような体制をつくっておくというのは、必要である。 

⑤搬出段階の留意事項 

○委員長 次は、搬出段階である。既存ユーザーとの調整で、量の面での確保とユーザーの求

めに応じた品質の確保。それに、輸送手段の確保。中四国の災害では高速道路は無償期間１年

と言っていたが それから、ＦＩＴ制度の活用で、一般木質24円材など、ユーザーの活用が進

む方向でどうか。 

○委員 ＦＩＴの制度が厳しくなって、使うのを決めにくくなっていないか。 

○委員 一般廃棄物だったら17円材になる。17材は申請するところが少なく、九州の場合、そ

の場で申請したのが何カ所かあって、ほとんどとってもらった。ある程度、何か縛っておかな

いと、市町村が管理するので。朝倉市の経験では知識のない地元業者へといって、結局できな

くなる。ある程度、何かの縛りがないと、産廃でいい、誰でもいいでは大変なことなる。 

○委員長 税で対応しているということで、それなりの責任を持った法人格がやらないといけ

ない、それが行政という。 

○委員 それを、小さな町、市が判断し切るのかどうかということは出てくる。 

○委員長 ここはいろんな問題を抱えている。責任とスムーズな処理と、どう両立していくか。 

○委員 一廃です、だから行政の管轄ですとなると、ただ、行政がどこまでできるのかという

問題がある。  

⑥許可能力調査及び生産会員調査と需要調査における大規模災害対応調査 
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○委員長 この検討会には、これを基本にして全木リ連の意見を申し上げていこうと思ってい

る。大規模災害への対応で、連合会のチップメーカー会員の許可能力について、「切削の施設

は除外」だというのを言い切っていいのかという疑問がある。許可能力は破砕機を有する工場

を対象に調査した。だから、この「切削施設は除外」は取ってもいい。換算値の0.3トンは経

験値だが、これでよいか。 

 

このあと、生産会員実態調査と木質バイオマス需要調査の中間報告について、事務局からユ

ーザー対象の需要調査の大規模災害への対応について、現時点での中間報告を行った。なお、

今回、環境省と林野庁の検討会の関係で回答数をふやすため、再度郵送することを報告した 

 

○委員長 こういうまとめ方で国への検討会に、資料として出そうと考えている。 

  

（２）市場価格実勢調査 

○委員長 平成24年８月にＦＩＴ制度が施行され、この市場価格は業界団体などから一定のオ

フィシャルな回答を求められていた。ワーキンググループをつくり、どういう形で公表できる

かを検討した。ワーキンググループの１回目は結論が出なかった。ワーキンググループ２で改

めて検討し、発表するには品質規格の整合性を持って、幅として公表する形とした。価格自体

を出すことに抵抗があったが、オフィシャルな回答を求められているということで、この形で

品質規格に合わせて各地域別に発表したというのが経緯である。 

 実際に、「ホームページを見た」といって、「この価格はどうか」という問い合わせは結構

ある。だから、外の人たちにとっては相当大事な情報だと思う。そういった意味合いもあり、

平成25年から調査している。しかし、修正が多いということも含めて、手直しをしたい。 

 

このあと、事務局から改正点について次のような説明をした。 

 一番問題になっているのが、販売先と品質規格が整合しないということ。整合性を取るため

に、最初に販売先の欄とし、次に品質規格とした。販売先と品質規格が整合しない場合は、備

考欄にその理由を記載する。記入要領も、最初に販売先を記入するように変えた。売価、運賃、

運送距離や販売ルートについては、ほとんど変更していない。また、５年前の売価は、平成25

年の９月から調査しており、事務局にデータがあるので、削除する。 

  

○事務局 記入要領に、運賃欄の車両の台数単位で取引している場合、１台当たりの単価を大
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型車では積載量10トン、それ以外では積載量20トンで割り、キログラムに換算して記入するよ

うに書いてあるが、最初の調査からここの部分も全く変えていない。 

○委員 「単価を積載量で割り、キログラムに換算して記入してください」のほうがわかると

思う。10トンで割れとか、20トンで割れとなると、多分、10トン車で10トン積めない。 

○委員長 結論的に、「１台当たりの単価を積載量で割り」に直す。 

 

（３）需給問題検討会（国への要望の回答） 

委員長から、９月12日の需給問題検討会で示された、国への要望に対する省庁の見解につい

て説明があった。内容は、災害時の対応について、再生可能エネルギーの固定価格買取制度に

関する運用の厳格化について、分別可能な建設資材の開発についてなど。特に、分別可能な建

設資材の開発に関連して、北日本協会に具体例を作成するよう依頼した。 

○委員長 具体例は、11月12日のユーザー懇談会の前には渡したい。国への要望と、その後の

第２部を調整しながら、ホームページに公表したい。次に、ユーザー懇談会は、11月12日、国

からの施策とか計画等の説明、木質バイオマスの需給動向について、ユーザーの皆さんのご意

見をお聞きしながら、需給問題について意見交換をしていきたいと思っている。このときに、

現時点で調査している生産会員実態調査とユーザーに対する調査もまとめて、速報として意見

交換の材料として使っていく。また、地域での需給状況について資料とするので、各地域協会

はまとめてほしい。メンバーの追加はどうか。 

○委員 横須賀と神栖を追加したい。 

 

（４）エコプロダクツ 

○委員長 エコプロダクツは2019年12月５日から７日まで開催される。 

○事務局 終了時間が少し早くなったので、午前の当番の時間を１時半までと中途半端になっ

たが、真ん中で分けた。 

○委員長 地域協会の担当をお願いしたい。また、搬入、搬出は理事長会社にお願いする。 

○事務局 ことしはオリンピックの準備のために、今までやっていたホールと違うホールでや

ることになっている。西展示場４階の端になる。ブースも、１団体につき１ブースしか借りら

れず、北日本と合わせて２ブースで、今までの３分の２のスペースである。 

 

次回の委員会日程は１月29日に決定 

（了） 


