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民間廃棄物処理業の展開戦略
特 別 企 画 ２

１．はじめに

㈱タカヤマ（以下「当社」）は、埼玉県所沢市に本

社を置き、昭和33年の創業以来、創立５０周年を迎

える会社である。当社は廃棄物に関する事業の中でも

特に有機性の分野（汚泥、動植物性残渣、生ごみ等）

の処理、リサイクルを中心に社業を発展させてきた。

平成元年には埼玉県児玉工業団地内に汚泥専門中間

処理施設として「エコビジネスセンター」が竣工、こ

の事業を転機として本格的に有機性廃棄物処理分野に

進出し、平成１９年には福島県富岡町に地域バイオマ

ス利活用と農業振興を目的とした土づくりセンター、

「エコジョイン富岡」をオープンさせた。この事業は

有機性廃棄物を資源とし、富岡町で生産される安心、

安全で且つ美味しい農産物づくりの土台を支える堆肥

製造事業として、平成１７年度の農林水産省所轄「バ

イオマスタウン構想」に採択され、補助金を受けなが

らスタートしたものである。この取り組みは画期的で

あり、第３セクター等の行政団体だけによるものでな

く、官民一体となった事業として注目されている。

今回はこのコンポスト事業の事例を大きく取り上げ

ながら、現在の法体系も含め、廃棄物処理とまちづく

りがどう融合するのか、ひいては今後廃棄物処理業が

いかにあるべきか、その中で技術管理者がいかなる役

割を果たすべきなのかといった事について述べていき

たい。

２．事業背景について

本事業の意義は廃棄物処理事業から農業貢献事業へ

の転換であり、常として長年排除され続けてきた処理

施設が、迷惑施設から地域融和施設になり得るといっ

たことを意味している。

その大きなポイントの一つは、今回は当社が単独で

事業を行なった訳ではなく、計画当初から自治体（事

業全体所轄）、近隣住民（資源供給協力）、当社（堆肥

供給）、農業従事者（堆肥散布、使用者）、青果市場や

食品製造関係者（農産物販売）の方々と協議会を立ち

上げ、事業構築していったことにあった。実際、農水

省への「バイオマスタウン構想」申請においてもこの

一連の体制を記述し、町役場の名前で提出している。

元々町の産業振興の大命題として「地元農業の更
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なる活性化」があり、良い農産物を作るには土づくり

から、といった結論を経て、民間事業者である当社が

誘致を受け、冨岡町の工業団地に進出することになっ

た訳である。建設前からの堆肥供給や、町のコンポス

ト農園での度重なる実験を行い、堆肥が食味値アップ

に与える効果の大きさ、地元農家の方々の堆肥利用要

望、農産物流通先の確保（現在キッコーマングループ

に毎年冨岡米を販売）を確認した上で施設建設に至っ

た。

すなわち、廃棄物リサイクルは「入り口」の前に「出

口」の整備が重要であり、その流れがあるからこそ廃

棄物を預ける側の安心も得られるのではないか。当社

としての収益の大きな柱はやはり排出事業者からの廃

棄物の受入（産廃・一廃）と堆肥搬出の売上であるが、

「脱“焼却”、Co2削減へ貢献、そしてリサイクル品

の地域還元、農産物流通までの流れ」を顧客にもアピー

ルし、収益を拡大させてきている。

今後の廃棄物処理施設においては、処理業者単独で

広域から廃棄物を大量に受け入れ、収益を上げると

いった目的以外に、「地域に根ざし、地元に貢献する」

といった視点を持つことが、有機性廃棄物以外を扱う

事業者においても必要になってくるのではないだろう

か。

今後この事業の更なる展開として、地産地消を目途

に掲げ、富岡町内における直売所の設立や農家レスト

ランの設置なども念頭において行政、関係者と議論を

進めている。

（キッコーマン・グループ「社会・環境報告書2007」より抜粋）

３．法改正と民間事業者の役割拡大について

昨今、廃棄物関連として、食品リサイクル法の度々

の改正や、「再生利用事業者登録」保持者、施設への

緩和措置等が図られ、国も循環型社会形成に向け、バッ

クアップ体制を整備してきている。さらに農業関連の
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法案においては、株式会社による農業参入の為の法整

備や各種関連施設建設、研究への多大なる交付金枠の

拡張がなされてきている。金融関係者の投資対象とし

てもようやくこの分野の成長が着目されるようになっ

てきたのではないか。

農業参入については改正農地法の問題や農業生産法

人との区分け、従事者の高齢化や人手不足など様々な

課題がある。しかし、日本の自給率の向上や休耕地の

利用促進、資源確保は急務であり、食品関連事業者の

自前の農業経営が進んできているのも事実である。

我々民間事業者においては、これらの流れを汲み、

いかにビジネスに結びつけるかが問われていくことで

あろう。高度成長期、廃棄物が大量に発生した時代、

輸入により資源が豊富に存在した時代と現代の日本と

では明らかに潮流が異なっている。当社も含め、各社

どのタイミングでどういった事業に投資をしていくの

かが大事になってくるのだと思う。

４．技術管理者の役割について

当社施設においても工場長等の責任者においては必

要な資格を有している。エコビジネスセンターにおい

ては「廃棄物処理施設技術管理者（脱水・焼却に係る

もの）」「公害防止主任者（水質関係）」、エコジョイン

富岡においては「同技術管理者（バイオマスコース）」

「有機性廃棄物資源化施設技術管理士」等の資格保持

者がその職責に当たっている。

技術管理者においては全体の操業管理や許認可更

新、近隣住民への配慮（当社ではとかく「騒音」や「臭

気」対策が必要）は勿論のこと、やはり「開かれた」

処理施設の運営を目指し、情報開示や訪問者へのもて

なしを常に行なっていくことが重要であろう。その

為、当社ではあいさつやマナーの徹底、清潔な服装、

設備等の保持を基本とし、従業員への教育を図ってい

る。定期的な住民懇談会や行政からの指導への対応も

欠かせない。

そういった意味で、当社において技術管理者の役割

については、維持管理上の技術的フォローアップをし

ていくといったことに加え、会社の方針を充分理解

し、他の模範となるリーダーとしていかに振舞えるか

を求めている。

５．現在の取り組みと将来展望について

その他、現在特に当社が力を入れている部分につい

て、具体的に列挙してみる。

＜工場運営に関する事項＞

① 臭気対策

脱臭設備（エコビジネスセンター、エコジョイン

富岡共）の充実、臭気分析　等の徹底

② C.I.戦略

外壁デザイン、コンセプト・思想の確定、パンフ

レット等によるイメージ統一

③ キッチンスペースの確保（エコジョイン富岡）

農産物試食会、環境教育等の実施を通じた住民と

の交流活性化

④ 障害者雇用、地元雇用の実施

雇用確保への貢献、障害者支援センターとの連携

＜全社的な事項＞

① 事業部制への移行

各事業場を拠点とした、集約型経営の実践（収

集、営業部隊の拠点発進による顧客対応効率化)

② 埼玉県「経営品質知事賞」受賞への挑戦

（2010年度目標）

平成19年の奨励賞受賞に続き、更にその先への挑

戦、社内風土改革、現場への定着を図る

③ 「目標管理制度」導入

中長期、年次経営計画の策定、個人目標の設定と

管理、評価との連動

など。

既に継続して進めているものもあれば、未だ課題の

あるものもあるが、当社としてはダーティーなイメー

ジを払拭する為、あえてソフトへの取り組みを重視

し、過去の廃棄物処理だけの概念に捉われない新しい

経営に挑戦していきたいと考えている。

そして、今後の事業展開においては、【有機善循環】

というものを１つのキーワードとし、これに関連する

事業にチャンスを見出し、社業拡大を図っていく。こ

の“善”循環とは、全ての資源の循環（“全”循環）

をさせる、といった意味合いではなく、有機にまつわ

る分野（廃棄物、資源、農業、商品など）がトータル
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で「善い」循環をしていけるような新しい社会システ

ムの構築を目指したい、といった意味で使っている。

現在当社で実際に事業化検討をしているものは下記

の通りである。

１)  有機性廃棄物を原料とした肥料、飼料、エネル

ギー、燃料等を取り出す「地域貢献型リサイクル

事業」の更なる展開（現在複数の自治体及び民間

企業よりオファーを受けている）

２)  有機性廃棄物循環の環から生産される地域特産品

を活かした「レストラン事業、流通業」への進出

３)  「有機農業」に関わる事業への進出、参画 

（別法人設立、運営）

これらの実現においては資金調達、社内理解徹底、

人材教育などハードルも高く、課題も多いが、成長へ

のあくなき探求心を持ち続け、発展していければと

思っている。

６．おわりに

近年の大きな不況の波や激変する社会情勢の中で、

現在行政、民間とも厳しい変革を迫られている。我々

の業界も例外ではなく、過去の慣習のみに捉われてい

ては会社経営自体が衰退の一途を辿ってしまう。特に

この業界では、当社含め多大なる設備投資を行い、事

業を広げてきた会社が多い。その為借入や負債が多く

なり、新規事業への更なる投資へ足踏みしてきた会社

も多いのではないか。

先に述べた法改正や交付金措置を用い、更に行政や

他業種などとの連携も上手く行いながらリスクを分散

することが、やはり廃棄物処理業界全体の発展には不

可欠なのではないかと思われる。そして業務自体の公

共性の認識、人材教育の更なる実施の必要性も感じら

れる。当社では、「事業は人なり」を合言葉として、

働く全ての人間が協力し合い、切磋琢磨しながら目標

到達に向かっていくことを常としている。

当社も微力ながら成長を通じ、他社の模範となるよ

うな企業経営の実践を目指していきたい。そして業界

全体が処理業からリサイクリング業、環境ビジネスへ

と大きく飛躍していくことを切に願っている。
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