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巻 頭 言 
 
 平成 30 年度（2018 年度）は、平成 後の年（実質は平成 31 年 4 月末日まで）と大きな注目を

集めた年と言えよう。環境・廃棄物分野では、平成 30 年 4 月 17 日に第五次環境基本計画が閣議

決定され、6 月 19 日には第四次循環型社会形成推進基本計画及び廃棄物処理施設整備計画が閣議

決定されました。これら一連の計画により、地域循環共生圏の構築がより一層推進され、多主体

連携による地域にとって新しい価値をもたらす廃棄物管理システムの構築が進むものと期待いた

します。さらに、9 月 6 日の北海道胆振東部地震とブラックアウトは、私たち環境分野の専門家

にとって大きな衝撃でした。災害廃棄物の問題、エネルギーの問題、それからこの地震がもし冬

季に生じたとしたら、と大きな問題が存在することを再認識したところです。 
 このような大事な年に、平成 30 年 4 月より、（前）中村恵子代表の跡を引き続き、私が廃棄物

計画研究部会の代表を務めることになりました。部会員の協力を得ながら、活発で楽しい部会づ

くりに貢献したいと思っていますので、よろしくお願い申し上げます。 
 改めて、平成 30 年度は、第 9 期活動（平成 28 年～30 年度）の 終の年にあたり、「廃棄物計

画論の確立を目指して（26～28）：新たな廃棄物処理計画に必要な視点」というテーマで 3 年間活

動してきたまとめの年でもあります。また、次の 10 期に向けた新たな活動テーマを考える年でも

ありました。私が代表を務めるにあたって、下記の方針を掲げることに致しました。 
① これまでの廃棄物計画研究部会の活動をレビューする。 
② 今後の社会変化に応じた廃棄物計画及び関連計画のあり方の追求 
③ 学会内の他部会及び他学会との連携模索 
④ 社会貢献（人材育成、市町村支援、出版など） 

 このような活動方針の下、今年度は研究会・幹事会 5 回、准研究会 2 回、関西グループ研究会

2 回、秋の年間時の企画セッション「廃棄物計画部会活動の振り返りと新しい環境づくりへの貢

献」、施設見学「石坂産業（株）中間処理施設」を実施することができました。これも幹事・部会

員の協力の賜であると、御礼申し上げます。企画セッションで話題提供して下さった皆様、施設

見学を受け入れて下さった石坂産業（株）の皆様本当にありがとうございました。 
 廃棄物計画研究部会は、来年度から新体制で 3 年間の活動を始めることになります。新たに幹

事役を引き受けて下さった皆様、仕事分担も含めて様々な視点から見直しを図り、活発かつ楽し

い部会の運営にご協力の程よろしくお願い申し上げます。 
また、現幹事の皆様、前中村代表から引継ぎ後も、慣れない私の部会運営を下支えして下さり、

本当に助かりました。この場をお借りして御礼申し上げます。 
 後に、本報告書をまとめるにあたって、ご尽力頂きました、幹事をはじめ部会員の皆様に感

謝を申し上げたいと思います。本当にありがとうございました。 
 
平成 31 年 3 月 

北海道大学大学院工学研究院 
循環共生システム研究室 

教授 石井一英 



 



 

 

１．  部会活動報告 

 

１.１ 平成３０年度 廃棄物計画研究部会活動 

本年度の主な活動は表１－１のとおりである。 

表 1-1 平成３０年度 廃棄物計画部会 部会活動  
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１.２  研究会 議事録 

 

１．２．１ 第 1 回  廃棄物計画研究部会 研究会議事録 

開催日時：平成 30 年 4 月 14 日（土） ９：３０～１２：００   

開催場所：「中央区立環境情報センター」研修室２  

出席者 ：阿賀、石井、尾葉石、神崎、後藤、田中、中村、橋本、松島、三品、

山口、臼井(記 )(50 音順敬称略) 

配布資料：  

資料１．平成 30 年度  第 1 回  廃棄物計画研究部会 研究会・幹事会議事次第 

資料２．平成 29 年度報告書-巻頭言(部会活動報告) 

資料３．立候補表明書（石井代表） 

資料４．平成 30 年度スケジュール（案） 

資料５．平成 30 年度廃棄物計画研究部会予算関係資料 

資料６．話題提供「廃棄物関連計画の実態と今後の展望」(石井代表) 

資料７．第二次札幌市環境基本計画(概要版) 

資料８．札幌市一般廃棄物処理基本計画(概要版) 

資料９．北海道環境基本計画点検評価結果(概要版) 

資料 10． NPO･LSA 技術セミナー「今後の廃棄物処理と 終処分場の役割 」案内 

 

■研究会・幹事会議事内容 

１．中村前代表の挨拶 

平成 22 年 8 月から 8 年の間に代表として活動した内容を整理して紹介してい

ただき、今年度も引き続き学会の理事として、理事会等の学会内情報の伝達や、

セミナーの企画等で今後も計画部会の活動に協力して行きたいという挨拶があっ

た。 

学会では、計画研究部会と相乗的な効果を期待して、7 月 31 日に「SDGs 時代

の改正環境基本計画および循環型社会推進基本計画と資源循環廃棄物処理」とい

うセミナーを企画しているという紹介があった。 

２．石井新代表の挨拶 

北海道大学 石井教授より代表の挨拶をいただいた。 

今年度は第 9 期の３年目の年度で、代表は替わるが、幹事長等他の幹事は引き

続きお願いすることとし、この 1 年間で若手の皆さんに少しずつ仕事が引き継げ

るよう活動を進めて行きたいという話があった。 

また、代表への立候補表明書（資料 -３）に書かれた部会運営方針と活動への

情熱（抱負）を説明していただいた。 
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３．今年度の活動内容とスケジュール、予算案 

１）活動内容とスケジュール 

資料 4 に基づき、学会との関連も含め、今年度の活動計画の流れを幹事長の臼

井より説明した。 

２）予算案 

資料５に基づき、今年度の活動予算案について会計の橋本より説明した。この

予算案に対し、まだ学会より 終決定の返事が来ていないが、例年から判断し、

大きな修正はないという説明があった。 

４．話題提供「廃棄物関連計画の実態と今後の展望」  北海道大学 石井代表 

石井代表より、「廃棄物関連計画の実態と今後の展望」と題して、話題提供し

ていただいた。 

話題提供では、 初に、石井代表の現在に至るまでの経歴と主な研究活動を紹

介していただき、廃棄物計画部会の前進である廃棄物研究会（昭和 62 年活動開始）、

田中勝先生が代表で古市徹先生が幹事長で平成 3 年に活動を開始した廃棄物計画

部会第 1 期活動（平成 3 年活動開始、代表田中先生、幹事長古市先生）から現在

に至るまでの廃棄物計画研究部会の活動経緯、さらに、計画目標の変遷、循環型

共生社会のイメージ、システムズアプローチ等について廃棄物管理計画とはとい

う代表のお考えを紹介していただいた。 

後に、廃棄物処理計画の上位計画等との策定時期や計画期間のずれ等の構造

上に問題点があること、指標や数値目標の設定方法に時代の流れに対応できてい

ない等の問題があり、バックキャスティングによる目標値設定も考える必要があ

ること、焼却施設はエネルギー施設、防災･減災施設と認識されるようになり、住

民の見方が改善されてきているが、依然として住民合意は大きな課題であり、合

せて自治体担当者等、廃棄物管理に係る人材の育成が課題となっているという、

代表の廃棄物計画に対する問題意識を紹介していただいた。 

５．ディスカッション 

石井先生の話題提供を含め、今後の活動を活発化するためにということで、参

加された皆さんに意見を出していただき、ディスカッションを行った。 

参加者の皆さんからは以下のような意見が出された。 

・現在までの計画研究部会の研究内容をレビューし、その結果を体系化して、

次の企画を行ったらどうか。 

・廃棄物行政では一度決めたことを変えられないということが多い。過去の決

定 事 項 を 変 え る こ と が 出 来 る よ う な ダ イ ナ ミ ッ ク プ ラ ニ ン グ のあ り 方 の よ

うなテーマもおもしろい。 

・廃棄物全体の処理コストが急増しており、住民の経済的負担を軽減するとい
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う視点も大事だと思う。廃棄物処理コストの増大をレビューし、どのように

したらコストを抑えることができるか、住民の負担が大きくなることを理解

してもらい、住民からの声を大きくしてもらうことが必要では。 

・自治体の担当者の担当期間が短く、議会等の関係で、計画を検討する期間が

限られるため、過去の内容を踏襲しながら作るだけの計画になってしまって

いる。 

・20 年たっても考え方が変わっていないと思っている。小さな市町村だと担当

者が一人でなかなか計画のための予算がつかないところがある。何回も提案

してもリサイクル率を計画から外せたことがない、提案するがそれが出来な

いというジレンマをずっと持ち続けている。どのようにすれば解決できるか

と思っている。 

・研究会をスカイプ等で参加できるようにできたらと思う。 

・仕様書に縛られ、変えられない、意思決定できる人がいないため、昔を踏襲

した計画しかできていない。 

・研究会等で意見交換を行い、ソフトとしてごみ処理施設で、住民の方々にど

のようなことが出来るかを、さらに追求して行きたい。 

・清掃工場が近隣住民から好意的な目で見られるようになってきている。この

ような住民の変化を積極的に発表し、自治体の方々にアピールすることが出

来ればと思っている。 

・過去の研究内容を勉強し、体系化して、過去から現在につなげるという意味

でも過去のことを知ることは大事だと思う。 

・財政難にどう打ち勝っていくかというコストの問題も計画の課題として大き

い。 

・人材育成は、計画部会がさらに積極的に情報発信したほうが良い。 

・研究会の資料を欠席している部員の方々に配布したらどうか。 

６．秋の年会企画セッションの内容について 

環境省も SDGs を核にして環境基本計画を作成しており、札幌市は SDGs を取り

込んで環境基本計画を作っている。同時期に廃棄物処理計画も改訂しており、札

幌市の事例を取り上げ、計画部会員が過去の研究内容をレビューして、その結果

として SDGs に繋げるというストーリーで計画を語るというのはどうか？ 

代表と幹事長で、レビューする項目とメンバー案を考える。 

SDGs については、日本だけが積極的になっていて、海外では良い評価をしてい

ないところもある。中身を吟味し、議論した方がよい、という意見が出た。 

７．その他 

中村前代表に顧問をお願いすることとした。 
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８．今後の予定 

今後の予定として次回、第 2 回研究会・幹事会は 6 月 9 日（土）、第 3 回研究

会・幹事会は 7 月 21 日（土）に開催する予定とした。 

 第 2 回研究会・幹事会の会場は三田いきいきプラザ集会室Ａの予定。 

                                       

１．２．２ 第 2 回  廃棄物計画研究部会 研究会議事録  

開催日時：平成 30 年 6 月 9 日（土） ９：３０～１２：００   

開催場所：「中央区立環境情報センター」研修室２  

出席者 ：石井、片柳、後藤、小林、鮫島、白川、橋本、原、松島、三品、山口、

早田、臼井(記 )(50 音順敬称略) 

配布資料：  

資料１．平成 30 年度  第 2 回  廃棄物計画研究部会 研究会・幹事会議事次第 

資料２．平成 30 年度研究部会活動費と送金額（案） 

資料３． 秋の年会 企画セッション（案）（石井） 

資料４．計画部会活動レビューを踏まえた今度の課題（松島） 

資料５．計画部会レビューを踏まえた残された課題（臼井） 

資料６．秋の研究会企画セッション（小集会）話題提供タイトル 

（第 1 回～第 26 回）（臼井） 

資料７．第 4 次さいたま市一般廃棄物処理基本計画（三品） 

資料８．平成 29 年度北海道環境基本計画「第 2 次計画」改訂版に基づく施策の進

捗状況の点検・評価結果（石井) 

■研究会・幹事会議事内容 

１．石井代表の挨拶 

本日参加していただいた早田事務局長の紹介と、今回からは秋の企画セッショ

ンに向けた議論を行って行きたいとの挨拶があった。 

２．自己紹介 

出席者の自己紹介を行った。 

早田事務局長からは、来年春の総会前日、6 月 5 日（水）に 2 会場を確保し、5

つ程度のセミナーを開催することを考えている。計画部会にも是非参画してもら

いたいという話があった。 

今回初めて参加していただいた小林さん（八千代エンジニアリング）からは、

平成８年に入社し、計画作成、施設整備関連業務に携わっており、後藤さんに声

をかけていただき参加した。今後も継続して参加したいとの話があった。 

３．前回（第 1 回研究会）メモの紹介（石井代表） 

前回の研究会で決まった年間スケジュールについての紹介、関西グループも今
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年度の会合を行っているという話があった。また、前回のメモということで、石

井先生からの話題提供の内容と出席者の意見等を紹介していただいた。 

４．平成 30 年度研究部会活動費と送金額（案） 

資料２について橋本さんより説明していただいた。 

各 部 会 の 活動 予 算 と 学 会 か ら の 送 金 額 を 示 し た 資 料 で 学 会 か ら送 ら れ て き た

もので、計画部会は要求した金額を１００％送金してもらえることになり、当初

の計画通りの活動が出来るとの報告があった。 

５．秋の年会 企画セッション（案） 

資料３に基づき、石井代表より説明があった。 

・今年の年会は名古屋大学東山キャンパスで、企画セッションはおそらく 9 月

12 日の午後となる。 

・上位計画から勉強するのは重要で、SDGs を基本計画に組み入れた 初の自治

体 の 計 画 と し て 札 幌 市 環 境 基 本 計 画 を 環 境 局 の 部 長 様 に 講 演 して い た だ く

ことで了解をいただいている。 

・その後、さいたま市一般廃棄物処理計画を三品さんに、計画部会活動のレビ

ューを踏まえた今後の課題ということでコンサルタントの松島さん、学の立

場ということで石井代表から話題提供し、パネルディスカッションをコーデ

ィネーター臼井幹事長で行う案としている。 

・時間は、挨拶等で 5 分、札幌市が 20 分、三品さんが 15 分、松島さん、石井

代表が 10 分、パネルディスカッションが 30 分で、合計 90 分としたい。 

・タイトルの案として「廃棄物計画、何が変わったのか？何を変えるべきなの

か？～計画部会活動の振り返りと今後の課題～」とし、計画部会活動レビュ

ーを踏まえた今後の課題が「計画部会活動の振り返り」とし、札幌市環境基

本計画とさいたま市の一般廃棄物処理計画を踏まえて「今後の課題」を議論

していただきたいと思っている。 

・今年度の秋の企画セッションのキャスティングについては、石井代表案で進

めることとなった。 

６．計画部会活動レビューを踏まえた今度の課題（松島） 

資料４に基づき、計画部会のレビュー、廃棄物処理の歴史、現代の廃棄物処理、

今後の廃棄物処理計画と課題について発表していただいた。 

○意見・質疑 

・国の基本方針や施設整備方針という流れから策定している自治体が作る廃棄

物処理計画があり、一方で循環基本計画がある。計画部会活動をレビューし、

この２つの計画にギャップを感じなかったか？（石井） 

・今まで我々は循環計画的なものとして廃棄物計画を扱ってきが、いつからか
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自治体が処理するものだけを廃棄物処理計画と称してきた、ここは反省点だ

と思う。（石井） 

・札幌では循環計画を作らないかと聞いたら、作らないと言われた（石井） 

・廃棄物処理計画と循環基本計画のギャップは、廃棄物処理計画のごみ減量は

自治体が集めるごみの減量で、資源も含めたトータルのごみの減量ではない

というところが大事であり、循環基本計画では、民間に流れた資源量やごみ

量も押さえてトータルして考えなければいけない。（石井） 

・コンサルの立場として、国はこうやっているけれど実際の自治体ではこんな

に違うという話を浮きあがらせてもらいたい。（石井） 

７．計画部会レビューを踏まえた残された課題（臼井） 

資料５に基づき、計画部会のレビュー、上位計画とのかかわり、計画の策定と

SDGs、人口オーナス時代での廃棄物分野の課題について発表があった。 

計画部会レビューとして秋の小集会（企画セッション）での講演題目を第１回

（平成４年）から第 26 回（平成 29 年）まで整理した資料 6 と第１回から第 8 回

までの講演要旨をまとめた冊子を紹介した。 

○意見・質疑 

・SDG Compass のプロセスは、計画部会で言ってきたシステムアプローチその

ものであると思われる。（石井） 

・バックキャスティング、ダイナミックプラニング、アウトサイド・イン・ア

プローチも昔から言ってきた。（石井、臼井、片柳） 

・システムズアプローチと SDGs ではギャップの広さに違いがある、そこをど

う問題解決していくかを考える必要がある。（片柳） 

・SDG Compass は企業が SDGs をどのようにアプローチしていくかで、自治体の

アプローチの仕方とは違ってくると思う。（石井） 

８．札幌市環境基本計画について（石井代表） 

札幌市の環境基本計画について石井代表から説明していただいた。 

目標設定については、2050 年頃のあるべき姿を設定し、2030 年までに何をす

ればよいかという、バックキャスティング的な手法を用いている。環境関連で個

別計画が増えているが、個別計画にこだわらず、次期の計画に環境基本計画の理

念を入れてもらうということで、個別計画を超えた次元で作成されているという

説明があった。 

９．第 4 次さいたま市一般廃棄物処理基本計画（三品） 

資料７に基づき第４次さいたま市一般廃棄物処理基本計画について、第３次計

画でのごみ処理の現状、基本目標および数値目標、目標達成に向けての施策体系、

食品ロス削減への取組み等を説明していただいた。 
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○意見・質疑 

・上位計画では、廃棄物の関連事項について、どのようなことが書かれている

かの整理をして欲しい。（石井） 

・コスト削減やコスト効率等の費用面が入ってないが、費用の議論もあったほ

うが良い（石井） 

・ 終処分比率を現状の 3.6％から 3.1％に下げる計画となっているが、どの

ようにして下げるのか？（石井） 

・主灰が 100%リサイクルされていない。また、飛灰は一部県内のセメント工場

に持ち込んでいるが、このリサイクルを上げていく。（三品） 

１０．平成 29 年度北海道環境基本計画「第 2 次計画」改訂版に基づく施策の進捗

状況の点検・評価結果（石井) 

資料８ついて、石井代表より説明していただいた。 

この進捗状況の点検・評価では、関係部局にシートを配布し、内部評価をさせ、

施策毎に点検評価をし、分野毎に環境政策課がシートにまとめ、この結果を環境

審議会に出し、次年度の施策に反映している。分野ごとに１２指標、１１個別指

標、４６補足データを定め、評価を階層化していること、３つの社会に係わる総

合的な評価として、異なった社会から施策を見たときの評価をしているのがこの

計画の特徴で、学の立場からということで問題提起を考えているという説明をし

ていただいた。 

１１．今後の予定 

今後の予定として次回、第 3 回研究会・幹事会は 7 月 21 日（土）に開催する。 

会場は三田いきいきプラザ集会室Ａの予定。 

 

１．２．３ 第 3 回  廃棄物計画研究部会 研究会議事録 

開催日時：平成 30 年 7 月 21 日（土） ９：３０～１２：００   

開催場所：『港区立三田いきいきプラザ』 2 階  集会室Ａ   

出席者 ：石井、尾葉石、北垣、田中、中川、原、松島、三品、山口、臼井(記)(50

音順敬称略) 

配布資料：  

資料１．平成 30 年度  第 3 回研究会・幹事会議事次第 

資料２．平成 30 年度  第 2 回研究会・幹事会議事録 

資料３．平成 30 年度  廃棄物計画研究部会 スケジュール 

資料４．第２９回廃棄物資源循環学会 研究発表会 スケジュール（案）等 

資料５．札幌市環境基本計画と SDGｓ（大平） 

資料６．第 4 次さいたま市一般廃棄物処理基本計画（三品） 
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資料７．計画部会活動レビューを踏まえた今後の課題（松島） 

資料８．廃棄物計画部会活動の振り返りと新しい環境づくりへの貢献 

－学の立場からー（石井) 

資料９．H30 秋の企画セッション時間割・役割分担(0721 案 ) 

■研究会・幹事会議事内容 

１．石井代表の挨拶 

企画セッションの内容について粗方資料が出来た。さらに内容をブラッシュア

ップして実のあるディスカッションができるよう議論をしたいとの挨拶があった。 

２．前回議事録の確認 

資料２に基づき、前回（第２回）研究会・幹事会議事録を確認した。 

３．平成 30 年度活動スケジュールについて 

6 月末までの活動内容を記入した年間スケジュール（資料３）について、６月

に企画セッション概要案を学術委員会に提出したこと、６月３０日に関西グルー

プで「SDGs に寄与する廃棄物計画のあり方について」というタイトルで上田さん

が話題提供を行ったという報告があった。 

次回より、新たに欄を設け幹事の仕事を追記することとした。 

４．第２９回廃棄物資源循環学会 研究発表会 スケジュール等について 

資料４に基づき、第２９回研究発表会のスケジュール、企画セッションの概要

（全研究部会）、会場等についての紹介があり、以下の報告があった。 

・計画部会より提出した企画セッション案が参加案内に記載されている。 

・学術研究委員会から「A5 廃棄物監理・計画」と「A6 施設整備計画」のセッ

ション座長推薦を依頼されており、推薦締め切りが 8 月 1 日で対応している。 

 →後日、A5 福岡雅子先生（大阪工業大学）、A6 池本久利氏（日環センター）

に依頼、快諾いただいた。 

５．年会企画セッションの準備 

１）企画セッションのタイトルについて 

企画セッションのタイトル「廃棄物計画部会活動の振り返りと新しい環境づく

りへの貢献」について、タイトルの前半は部会活動のレビューをタイトルとし、

札幌市の環境基本計画の話題提供が浮かないように新しい環境づくりに、どのよ

うに廃棄物の計画が貢献するのかを入れながら話題提供できればと考え、このよ

うなタイトルとしたと、石井代表より説明があった。 

２）「札幌市環境基本計画と SDGs」  

計画の位置づけ、環境の将来像、将来像実現に向けた 5 つの柱、SDGs との関係

SDGs 未来都市という項目で、札幌市の大平様が作成した PPT（資料５）について

石井代表から説明があった。 
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○意見・質疑 

・時間が 20 分と限られており、５本の柱の内容説明を簡潔にしたらどうか？ 

・論文集用としては、枚数が多くても問題ない。 

・５本柱の内の循環型社会に関係する部分で、同時に作成した廃棄物処理計画

の内容について触れてもらいたい。特に、環境基本計画のどの部分を受けて、

廃棄物処理計画を策定したのか等。 

・バックキャスティングということで、2050 年の姿から、2030 年にまで施策

等を落とし込んでいったが、そのプロセスや理由、なぜ５本の柱として組み

立てることにしたのかを説明してもらいたい。 

３）「第 4 次さいたま市一般廃棄物処理基本計画」  

資料６に基づき、さいたま市の三品さんより、一般廃棄物処理基本計画の説明

があった。 

○意見・質疑 

・発表時間を 15 分としているので、話したいところが分かりやすいように、

枚数を絞ってもらいたい。 

・上位計画である環境基本計画との関連、環境基本計画に廃棄物のことがどの

ように書かれているか等を説明してもらいたい。 

・３次計画から４次計画が策定される段階で、人口の増加が問題となったとい

うことだが、その結果を４次計画でどうしたのか等を入れてもらいたい。 

・ごみ処理基本計画は実行計画で、施設整備も計画に入っており、環境基本計

画とは違うということいれてはどうか。 

４）計画部会活動レビューを踏まえた今後の展望 

①「コンサルタントの立場から」                      

エックス都市研究所の松島さんより、資料７の説明があった。 

○意見・質疑 

・PPT で「過去あった姿」という表現は伝わり難い。過去の数値の改善等の表

現の方がよいのではないか。 

・廃棄物処理分野にも「望ましい姿」があり、広域化はその一つで、「望まし

い姿」を実現するのが廃棄物処理計画ではないか。 

・廃棄物処理は、自治体毎に地域特性が違うために、地域特性に合せ自治体毎

に施策を変えても良いことになっている。 

・施策の選定にあたっては、必ずしも数値目標ではなく、評価軸の決め方が重

要である。 

・評価のものさしにコストが入っていない。 

・廃棄物処理は処理サービスの提供であり、 も安い費用負担で行うことが望
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ましい。各自治体が費用負担の少ない廃棄物処理システムをどのように作る

かが廃棄物処理基本計画ではないか 

・「望ましい姿」は、廃棄物処理計画ではなく、その上位の計画に出ているべ

きで、良い計画を作ってこそコストが削減するというのが、計画を作る意義

である。 

②「学の立場から」 

石井代表より「学の立場から」ということで、資料８に基づき、計画部会の

振り返り、処理計画と循環計画の関係と処理計画と SDGｓについて以下のよう

な説明があった。 

処理計画と循環計画の関係では、自治体では、民間ルート等が入っている循

環計画の廃棄物等を把握することが出来ないため、自治体で循環計画を立てる

ことは出来ない。 

処理計画と SDGｓでは、廃棄物処理計画のあるべき姿は自治体の具体的な地

域特性であり、SDGｓは廃棄物処理計画のあるべき姿ではない。 

計画の評価はあるべき姿に対しての具体的な施策の評価であって、 SDGｓの

ターゲットの評価をするべきではない。 

○意見・質疑 

・直接埋立ごみの量を廃棄物処理の評価にするのは分かりやすい。 

・自治体の廃棄物処理の目的は、公衆衛生がどうなっているか、生活環境が保

全されているかで、この目的が達成されているかを見るべきではないか。 

・廃棄物処理計画の一つ柱は適正処理であり、きちんと自治体が関与して収集

し、できるだけ 終処分量を少なくする施策を計画することが自治体の仕事

で、SDGｓは自治体が直接関与することはできない。 

・上位の計画で SDGｓを定義できていないので、下位の廃棄物処理計画では参

考程度にしかできないのではないか。廃棄物処理計画が直接 SDGｓを扱うと

いうよりも、上位の概念でブレークダウンしてもらい、廃棄物処理計画に落

とし込むのではないか。 

・タイトルにある「新しい環境づくり」との接点で議論があったほうがよい。 

・企画セッションで、廃棄物処理計画に絞った話にするか、広げた話にするか？

「あるべき姿」をどのように作るのか？「あるべき姿」を作る際に、 SDGｓ

もあるし、いろいろな要素があるというところが論点になるのでは 

６．企画セッション当日の流れ等 

資料９に基づき、企画セッションまでの予定と当日の流れの案についての説明

があった。 

・企画セッションでの発表用の PPT は、本日の意見を参考に盆前を目処に修正
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し、各発表者と臼井幹事長に送付する。 

・論文集は印刷して、9 月 11 日までに名古屋大学に送付する。 

・論文集用の 終原稿は、8 月 27 日までに臼井に送付する。 

・受付、マイク等の当日の役割は、当日の参加者で分担する。 

・企画セッションの発表者と幹事は、当日の 12 時半に名古屋大学 ES 総合館（企

画セッション会場）１階にあるレストラン シェ  ジローに集合とし、予約を

する。 

・ポスター発表が 18 時 15 分まであるため、懇親会を 19 時からとし、栄付近

で探し予約する。 

・反省会、総会は懇親会会場で行うこととする。 

７．今後の予定 

次回は、企画セッションとし、その後、10 月に第４回の研究会・幹事会を開催

する。 

 

１．２．４ 第 4 回  廃棄物計画研究部会 研究会議事録 

開催日時：平成 30 年 11 月 3 日（土） ９：３０～１２：００   

開催場所：『港区立三田いきいきプラザ』 2 階  集会室 B   

出席者 ：石井、尾葉石、木村（新・日本工営）、小林、斎木、鮫島、原田（新・

日立造船）、三品、山口、山下、松島(記 )(50 音順敬称略) 

配布資料：  

資料１．平成 30 年度  第 4 回研究会・幹事会議事次第 

資料２．平成 30 年度  第 3 回研究会・幹事会議事録 

資料３．平成 30 年度  秋の研究発表会企画セッション アンケート集計結果 

資料４．30 年度計画部会総会資料 会計中間報告 

資料５．廃棄物資源循環学会廃棄物計画部会組織構成（案） 

資料６．廃棄物計画研究部会 幹事の役割分担（現状） 

■研究会・幹事会議事内容 

１．石井代表の挨拶 

秋の企画セッションが無事終わった。これから施設見学などを考えていくが、

来年度は春の研究討論会があり、その内容の検討、今後の組織体制と役割分担に

ついて議論をしたいとの挨拶があった。 

２．出席者挨拶 

初めて出席の方もいるので、出席者の挨拶を行った。 

３．議事録の確認 

資料２に基づき、前回（第３回）研究会・幹事会議事録を確認した。 
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石井代表より年間の研究会の進め方についての説明があった。 

12/21 に研究部会と焼却部会合同の研究会を行うことについての説明があった。 

三 品 氏 よ り計 画 部 会 の 成 り 立 ち 及 び 春 の 研 究 討 論 会 に つ い て の補 足 説 明 が あ

った。 

４．平成 30 年度企画セッションについて 

 平成 30 年度企画セッションについて、アンケート集計結果（資料３）に基

づき石井代表から説明があった。 

○意見・質疑 

・学会には官公庁の方の参加は少ないのでしょうか。発注者に聞いてもらうこ

とも大切だと思う。 

⇒昔は多かったが、 近は少ない。官公庁の方に興味を持ってもらうためには

報告書の作成が良いかもしれない。 

⇒初期からの計画部会の活動内容に関する冊子があるが、 新のものは途切れ

ているので、まとめ直すことも考えたい。 

・具体的なアイディア、具体的な話が聞きたいとの意見があるが、解は場所に

よって違うので、研究部会は解ではなくハウ（検討の仕方、きっかけ）を与

えるものだと考えているがどうか。 

⇒役所の方は自分で決めるのを嫌がる傾向があるので、そのような意見が出る

のかもしれない。 

・中長期的に計画を考えるのが大事ではないか。 

⇒焼却施設は新たに整備する場合に適地選定に時間がかかることもある。 

⇒焼却施設の誘致合戦が起こった事例の報告もあった。 

５．春の研究討論会について 

過去の春の研究討論会のテーマについて、2011 年以降は災害廃棄物に関係する

テーマになっているとの説明が三品氏よりあった。 

○意見・質疑 

・自治体から人を呼んで話を聞いた方が面白いのではないか。 

・人を呼ぶ場合の謝金について確認してほしい。 

・焼却炉の更新について困っている自治体が多いのではないか。 

⇒バイオマスとのコンバインドや広域化で悩んでいる自治体はある。 

⇒広域化に取り残された自治体は困っているのではないか。そういった自治体

は交付金も使えない可能性がある。 

・広域化に取り残された自治体の集計をしてみるのも面白いかもしれない。 

・広域化しやすいごみの分別とし、生ごみなどは自前で処理するなどを考える

必要があるのではないか。生ごみと下水道の処理を一緒にしてそのあとの処
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理をどうしているか、情報提供があると良いかもしれない。 

・収集費用、処理費用を踏まえてそこそこを考える必要があるのではないか。 

・プラスチックの処理について考える必要があるのではないか。 

⇒マイクロプラスチックは日本の中で動きも大きくなってきたので、春の討論

会ではほかのところもやるだろう。 

６．施設見学会について 

過去の施設見学先についての説明が三品氏よりあった。 

○意見・質疑 

・焼却部会などが行っていないところが良いのではないか。 

・埼玉県の所沢にある石坂産業が産廃処理に合わせて地域への貢献などもやっ

ているので良いのではないか。 

・三豊市のトンネルコンポストの施設、豊橋市の下水のメタン化施設は気にな

っている。 

⇒恵庭市は下水への生ごみ投入を行っており、焼却施設を併設する計画がある

が、何年か先である。 

⇒香川県には富士クリーンもあるが、他の団体も見に行っているだろう。 

・石坂産業に行くことにし、2/28-3/1、 3/13-14 あたりで調整してもらえれば

と思う。 

７．平成 30 年度予算活用経過について 

平成 30 年度の予算状況について資料４を基に説明があった。 

○意見・質疑 

・准部会としている、シンポジウム等には助成金を１万円出すこととし、人数

で割ることにする。 

・計画部会の過去の資料をアーカイブとして報告書を使うことに使いたいと考

えている。 

８．今後の組織体制について 

計画部会の組織体制（案）について、資料５を基に説明があった。 

○意見・質疑 

・研究会を平日に行うことも検討する。 

・役割については今後考えることとするが、分担してやっていきたい。 

９．今後の活動スケジュールと次回の予定について 

春の研究討論会の時期に合わせることになる。次回は 1 月 25 日（金）か 1 月

26 日（土）とする。 
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１．２．５ 第 5 回  廃棄物計画部会 研究会議事録 

日 時：平成 31 年 1 月 25 日（金） 18： 00～ 20： 00  

場  所：「中央区立環境情報センター」研修室２   

出席者：石井、稲葉、臼井、尾葉石、北垣、小林、齋木、白川、中川、橋本、原、

原田、松島、山口、山下、三品(記 )（ 50 音順敬称略） 

配布資料：  

資料１．平成 30 年度第 5 回  廃棄物計画研究部会 研究会・幹事会議事 次第  

資料２．平成 30 年度第 4 回  廃棄物計画研究部会 研究会・幹事会 議事録 

資料３．廃棄物計画研究部会組織構成（案） 

資料４．2019 年度  廃棄物資源循環学会 春の研究討論会参加案内（案） 

資料５．廃棄物系バイオマスを活用した中小自治体における戦略（石井） 

資料６．2019 年度  事業計画（案） 

資料７．2018 年度  廃棄物計画研究会 施設見学会（石坂産業㈱） 

資料８．平成 30 年度棄物計画研究部会研究活動報告 作成予定及び原稿依頼 

■研究会・幹事会議事内容 

１．臼井幹事長の開会挨拶 

学術研究委員会の意見交換会があった。春の討論会のスケジュール、秋の企画

セッションのスケジュールの話があり、6 月 5 日計画部会で春の討論会の企画を

行うので準備を始めたい。今日はその議論を主にしたい。 

２．石井代表の挨拶 

前中村代表から受け継いで、まずレビューをしっかり行い、今後の社会変化に

応じた計画のあり方を追求しての社会貢献と言うことで、人材育成を含めた自治

体のお手伝いも行っていきたい。連携と言う話で、昨年 9 月 12 日秋の企画セッシ

ョンを行い、12 月 22 日に関西グループと議論した。（焼却部会とのコラボを検討

した。）浦邉さんとタクマの戸崎さんから焼却の話を聞いた。焼却部会は 3 年に 1

回、我々は毎年行っているが、春の討論会は焼却部会と計画部会のコラボで一つ

の企画を行っていきたい。 

新年度から組織体制を見直していく。（資料３）稲葉先生に幹事長としてご尽

力を頂くこと。今後企画担当をリストアップしていく予定です。（学会には代表と

連絡担当と会計担当を報告する事となっている。）案ですがこのような形で進めさ

せて貰います。 

３．稲葉次期幹事長の挨拶 

石井代表からご提案頂き、次期幹事長を務めさせて頂く事となりました。現幹

事長の臼井さんから引き継がせて頂きたいと考えています。微力ながら務めさせ

て貰いますので、よろしくお願いします。 
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〇皆で幹事長を支えて下さい。 

〇担当にサブ（協力者）を置いて、複数の担当制となっています。書類作成とか

沢山あるので幹事長の負担をなくそうと思っている。 

４．前回議事録の確認（資料２，臼井幹事長より） 

前回（第 4 回）研究会・幹事会議事録を確認した。本日は次第５春の討論会が

重要である。又、2 月 28 日見学会は山口さんにご尽力頂いて行く事となった。 

５．春の研究討論会について（資料４，臼井幹事長より）（石井代表より） 

資料４（案）にあるように、6 月 5 日午後 3 時～4 時 30 分 1 階 350 名入るホー

ルで行う。2 月 19 日迄に HP の概要案を出す事となっていて、石井代表、稲葉先

生と相談して進めていく。 

セミナーC「中小自治体の廃棄物管理を中長期的視点から考える」で、1 月 31

日大迫先生のセミナーよりもう少し具体的に、焼却が一つポイントになる。焼却

部会の高岡先生と相談し、稲葉先生が司会、挨拶が私石井、戸崎さん、落合先生

（寄付分野）からその成果（下水と連携して焼却を少なくする）の紹介、1 月 31

日のセミナーを含め、計画部会の検討を活かし、自治体１か所に頼めれば良いと

思っている。コーディネーターを稲葉先生、 後に高岡先生に挨拶をしてもらう。 

〇環境省の検討会に出てきて、中小廃棄物施設のエネルギー回収の検討会のマニ

ュアル作りを担当して事例が幾つかある。主にメタン発酵との組み合わせで、

注目事例は南丹、防府とかがある。 

〇100t 以下で CO2 回収があまりにも低いと財務省から言われている。 

〇95t/日で 20％発電効率が出ている。旧横手市広域の 3～ 4 ケ所が集約され 1 ケ

所となった事例がある 

◎1 月 31 日開催 学会セミナーの石井代表の発表について（資料５） 

〇1 月 31 日大迫先生のセミナーにて「廃棄物系バイオマス活用した中小自治体に

おける戦略」で発表するもので、これより春の研究討論会の参考になると良い

かと思っている。 

〇23 のスライドに関する質疑等が幾つかあった。 

〇住民の協力度の問題もあるが、生ごみを付け加えると、生ごみ（2 日 /週）と可

燃物の収集（1 か 2 日 /週）で、収集費が 2 倍になると言う人がいるが、1 点何

倍かにはなる。収集費が増えるので二の足を踏んでいる自治体もある。 

〇交付金が余計にでるので上の方が高くなるけどＦＩＴが使えるのと、採用する

時の評価をきちんとしないといけない。交付金がでるから良いではよろしくな

いと思う。 

〇収集は日本の廃棄物の中でも一番地域性が豊かに出るところ。標準化が難しい

ところである。 
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〇分別収集の所でも生ごみを分別する。収集回数が増えてコストの懸念がでてく

ること。生ごみは週 2 日で可燃物は 1 日だと思う。但し、紙オムツが多い所だ

と 2 日集めてくれと言うのがある。 

〇4～ 10 月ウィーンに行っていて、混合ごみと古紙はいつも回収している。その

他のビンカンペットと生ごみは街角のボックスに何時でも出せる。他都市でも

生ごみをボックス回収している。そういうものもありかと思うし（いつでも出

せるメリットもあり）、検討して良いかと思う。 

〇収集の仕方をもっと効率化できる。生ごみと可燃物の議論をするだけではなく、

容器包装を集めるのも半分位にするとか。ビンカンペットを集めるのをやめる

とか。他の収集体系も含めた全体のトータルでの合理化を考えていけば、何を

自治体がきちんと収集しなくてはいけなくて、こういう物は民間と一緒に集め

た方が合理的な物もあり、何でも自治体がやらなくてもよいのではないかと思

う。 

〇上と下のシステムを比較して、機械選別で発酵適合物と不適合物を分けるのは

難しい。発酵の意味があって、後のシステムを考えた場合は、きちんと分別で

きると下の方が生ごみと不燃物をきちんと分ける事によって、後ろの流れがス

ムーズになる。分別収集が大事だと考えていくべきと思う。 

〇これから老人が増えてきて、益々分別が厳しくなっていくと思う。 

〇ここで良いのは 24 時間発電機が回るのが一番のメリットである。バッチ炉だと

発電できなかった。メタン発酵にすれば小さいながら発電ができる。 

〇し尿を使ったメタン発酵もあるが消化液の需要が見つからない。結局排水処理

施設など使うとかそのパフォーマンスのインディケータを何に使うのか。シス

テム全体として 適化するのは難しいと思う。 

〇消化槽を持っている所は、農地還元等の仕組みを持っている。昔から苦労して

やっている。消化槽を通して 初から焼却するので、消化槽を持っている下水

の所は、必ず何かの還元の仕組みをそういう所に生ごみとかし尿を入れても引

き続き使って貰えると思う。大きな都市だと汚泥焼却施設とごみの焼却施設で、

２つはいらないが 1 つで良い。下水汚泥とごみを一緒にやると思う。その時に

下水処理場にメタン発酵を付ける。これは下水の方で言っている下水処理場を

地域バイオマスの拠点にしようと、かなり国交省は補助を付けている。これだ

と下水処理場は新たな消化槽ができる。生ごみはこちらにきて、よりガスが出

て水処理に使う電気を節約できる。汚泥は今まで焼却施設に持っていっていた

けど、それを更新しないでごみと一緒にやるとかなり施設としてコンパクトに

なる。今の国交省が思っている通りとなる。残念ながらし尿浄化槽は全体的に

少なくなっているが、汚泥再生処理センターで生き残れる。浄化槽は絶対活き
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ると思う。無くならないと思う。（浄化槽でやっている）過疎化が進んでいく

と、ごみを集めるのが大変だと思う。だから生ごみは浄化槽に入れる。ディス

ポーザーでそして家から出てくるのはドライなごみだけになるから、週に何回

も集めに行かなくても良い。ごみが少ないから月１回でもいい。そうすれば収

集費がガクンと減る。この地域の浄化槽は必ず年に１～２回汲みに行くから、

生ごみの汚泥と一緒に集めてくれば良いのではないか。田舎は生ごみと一緒に

する。いずれにしてもウェットの物は、できるだけその場で処理するのがポイ

ントなのかなと思う。 

〇ドイツとかオーストリアのジャーマン系の国だと、シュタットベルクと言う都

市公社がある。ごみ処理、水供給、エネルギーなど、従来から地域インフラと

してまとめて、ワンストップで考えて経営している。この先の話と思いますが、

ばらばらに考えるのではなくて、全部一緒に考えて何が一番効率がいいか、一

つシステム化して考えて提案した方が、補助の付け方にも提案はあると思う。 

〇もうちょっと国の方の縄張り意識をやめた方が良いのでは。 

〇縦割りを取るとこれだけ効率化しコストも下がると、温暖化の効果も上がると

提案し、我々から提案することが部会の一つのテーマになるかも知れない。 

５．（続き）春の研究討論会について（石井代表より） 

1 月 31 日で発表を行い、皆さんの反応を見ながら、今の話の中で全部は話すこ

とができないので、焼却部会との関係を見ながら、ポイントを考えてみたい。 

戸崎さんの話はこの前の話と同じだと思う。向こうは焼却施設の広域化と産廃

と一緒にやるだとか、自治体の取り組み事例をどういう所にどういう様に持って

いくかがこれからの話だと思う。 

秋田で広域化していくつかの焼却炉を集約した、その苦労と自区内処理など、

いろいろ悩まれた時の話が聞ければ良いと思う。３月の初め位に原稿が必要とな

ってくる。 

６．その他 

１) 学術研究委員会意見交換会の報告（臼井幹事長より） 

本日午後に開催され稲葉先生と共に出席した。１年前の会議録の確認、春の研

究討論会や担当内容、どの様に進めるかなど 6 月 5 日の後に執筆依頼で報告書を

書いてもらうとの事でした。第 30 回研究発表会は 9 月 19 日（木）～21 日（土）

に東北大学で行われる。3 月初め頃に学術委員会から企画セッションの参加意向

の確認依頼がある。3 月下旬に回答し 7 月頃原稿依頼がある。この様なスケジュ

ールとなり、後日これをまとめてメールで報告します。 

その他予算と研究部会の話があり、計画部会に関連する事は、幹事が変わるの

で変更届を出すのと、本日の会議前に会計の引継ぎをしていたと思いますが、 1

18



 

月に出したのが１次の予算案ですが、2 次が 2 月中旬頃にそれと合わせて活動計

画を出して下さいとの事でした。今後の活動計画は、計画部会の場合、3 年を 1

期としてやってきた。今年度で 3 年目が終わって来年度から新しい期になる。来

年度からの期をどういう計画で進めていくかとの活動計画書があってそれを提出

しなければならない。5 月頃に各部会に収支決算報告書（様式あり）がきて、計

画部会としては 1 期（3 年間）の報告書の提出を行なう。幹事の方で相談しなが

ら進めようかと思っています。 

〇報告書は毎年の物をバインディングして提出予定か。 

〇どのようにするか考えているところです。 

〇自己評価をする様式もあり、その内容も考えています。 

・計画部会の次年度予算案について（臼井幹事長より） 

次年度予算で 1 月 19 日に学術研究委員会から要求があって（様式に基づき）

作成してある。上の 2019 年度の事業計画、部会研究活動と春の討論会と企画セッ

ション、部会運営とかの枠組みで数字を作ってある。違うのは春の討論会が今年

度はなかった。これを部会の予算から出さないといけない。そこが多くなって 11

万円位となっている。各内容を調整しながら全体で 28.7 万円で予算を要求してい

る。前年度が 26.7 万円なので 2 万円増え、会計と相談した中で、春の討論会の印

刷費分をプラスにしてある。これについては以前は学会（本部）でやってくれて

いたが、討論会の分をどこかで吸収しながら、前年と同じ様な予算で来年度も行

っていくとの内容で組み立てられている。会議の会場費とか、大きく増えている

のは春の討論会分で、関西グループの分も加えてある。2019 年度の支出見込み額

が増えている。増えている分は旅費や会議費を減らしたり、この様な内容で調整

し、前年度並みという様にして申請しています。2 次がどうなるかがありますが、

このような形でやっている点を報告します。ご理解頂きたくよろしくお願いしま

す。 

・会員増強に向けた取組みについて（臼井幹事長より） 

学術研究委員会から要求されていて、昨年は 4 名増やしたいと言いまして、今

年は 7 名新しい方が入られました。関東グループで 47 人、関西グループで 14 人

で今全員で 61 人となっている。 

２) 施設見学会について（資料７，山口総務担当より） 

石坂産業の石坂社長さんの挨拶を、一時間位取って貰っています。27 名（送迎

バスの定員）で募集をかけ、現在 17～ 18 名です。近しい距離間でできる人数だと

思っいます。関西から花嶋先生、福岡先生が見えられますし、押谷先生も学生さ

ん 3 名を連れてきます。にぎやかな見学会になるかなと思っています。お忙しい

時期かと思いますが、お申込みがまだの方はよろしくお願いします。 
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〇ＨＰ担当の鈴木さんから学会ＨＰ（計画部会）に載せて貰えるようになって

います 

３) 平成 30 年度活動報告書の作成予定及び原稿依頼について 

（資料８，臼井幹事長より） 

毎年作成している活動報告書です。活動報告書の形で我々が研究部会でやって

きた事をまとめ直しているのがメインで、それプラス（グループで研究活動を行

っていないので）各個人で研究されて報告書にまとめられる様なものがあったら

まとめて下さいとの内容で、原稿をお願いしています。原稿の仕上がりを 3 月 19

日位に設定させて頂いて、今年度中に活動報告書を、学会の事務局と学術研究委

員会に送ってほしいとの事なので発送を 3 月 29 日にしたいのと、3 月 25 日にま

とめて印刷会社に出したいので、3 月 19 日に締め切りを考えています。 

 昨年はこの様な内容で作った目次と巻頭言を代表にお願いしているので、部

会の活動報告と、それぞれの研究会のまとめと話題提供の内容とかで、毎年出し

て頂いている中川さん、橋本さんの研究とか、昨年は小崎さんのとか、これらを

まとめて報告書にしています。100 頁弱の物を作りますので宜しくお願いします。

又、以前報告書に会員名簿（全員）を付けていたが個人情報の事もあり、何年か

前から付けていなかったのですが、会員には一度名簿を配布するのが良いかなと

思っているので、今回これを実施し配りますのでよろしくお願いします。 

・関連事項等（石井代表，臼井幹事長より） 

研究報告について皆さんにご意見を伺いたい。今はこの様に皆で集まってやっ

ているが、研究をそれぞれやる様にはなっていない。以前はグループを３つ位に

分かれて研究をやって、それぞれのグループで研究報告をして、秋の研究発表会

企画セッションで発表する活動を行っていた。これから全く戻そうとは考えてい

ないが、例えば、自主的な研究をこの計画部会が中心となってやりたいと言う提

案があれば、計画部会で一つの研究グループとして認めて研究を推進して頂くと

か、その成果をこの活動報告、研究報告とかに載せて貰うとか、発表会で発表す

るとか、研究部会から発信できる研究と言うものを、皆さん自主的にやれるグル

ープ、1 人でもいいんですけどやはりグループだと 低２人でもやりますと、言

ってくれるといいかも知れませんので、２人以上のグループで何かこの様な研究

を、例えば、次の５か年（２，３年でも良い）そういう形でやりますと言う内容

で報告書で貢献して頂けるのなら、同じような意識を持った方が２（３）人集ま

って、アンケートを取ったりとか、予算的に現状だと厳しいと思いますが、自主

研究と言うものを、計画部会として認めてやりたいと思いますが、皆さん如何で

しょうか。報告書を書く為の研究ではなくて、部会の中を活性化するのが強いと

思っています。 
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初手を挙げて頂いて、２人との話でしたがそこに参加する方がいれば、増え

ても良いかと思いますし、逆にこんな事をやりたいのだけど、誰かいませんかと

の話でも良いと思う。その様な思いがある方は是非よろしくお願いします。様式

とか一切ありませんし、こういう事をやりたいと皆さんにお諮りしよろしくお願

いします。メールを頂ければと思います。そして、関西グループとの共同でも良

いと思います。これが一点目です。 

二点目は、計画部会で厚い冊子がありまして、そこからの続きがいろいろな資

料が溜まっているので、まとめてバインディングして残りの予算の範囲内で、製

本したいと思っています。現状はそのままでしたので、春の研究討論会、秋の企

画セッションの今までの冊子とか、デジタルであると思いますが（後日確認する）、

昔のはデジタルはなく本とかでしかありませんが、以前、山口さんの方でスキャ

ンして頂いて、皆さんに配信したところですが、もう一度山口さんの方から配信

をお願いします。予算的に厳しければ、デジタルベースで一緒になっていれば良

いと思います。そこまでしなくても共有と言う形で、臼井さんの方から今までこ

の様なものがありましたと（欠落しているのがあるかも知れませんが）、皆さんと

共有していれば目的は達成できると思いますので、よろしくお願いします。 

７．今後の予定（石井代表より，臼井幹事長より） 

次回は、4 月に入ってから再度日程調整いたします。討論会の関係もあり、一

回は実施したいと思っています。又、焼却部会の方を呼べればと良いと思います。   
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１.３ 平成 30年度廃棄物資源循環学会セミナー報告 

 
１．３．１ SDGs 時代の改正環境基本計画，循環型社会形成推進基本計画と 

資源循環・廃棄物処理 

 

健康・環境デザイン研究所   中村恵子 

㈱エックス都市研究所 橋本岳・吉川克彦 
 

 
１. 開催概要 

 2018（平成 30）年 7 月 31 日，企画運営員会による表記セミナーが開催された。SDGs 達

成を背景に，閣議決定間もない当学会に関係の深い 3 つの計画と，計画の進行管理の指標・

目標、事例の 新動向を会員の皆様にいち早く知らせる狙いであり，また，理事会「中長

期的課題検討委員会」の成果を反映しつつ，学会誌２８巻６号の特集テーマとも連携し

たセミナーでもあると中村理事から開催趣旨が説明された。120 名を超える参加者があ

り，関心の高さがうかがわれた。 
 
【プログラム】  （敬称略） 
13:30～13:35 開会の挨拶                 廃棄物資源循環学会理事 中村恵子 
基調講演 
13:35～13:55 「SDGs と改正環境基本計画」       環境省大臣官房環境計画課 村松哲行 
13:55～14:15 「改正循環型社会形成推進基本計画と地域循環共生圏づくり」 
                          環境省環境再生・資源循環局 総務課 平尾禎秀 
14:15～14:35 「これからの施設整備計画」 
                    環境省環境再生・資源循環局 廃棄物適正処理推進課 大沼康宏 

近の動向 
14:45～15:00 「SDGs と我が国における循環型社会の指標と目標」       東京大学 森口祐一 
15:00～15:15 「SDGs と欧州の循環経済の指標と目標」 

公財）地球環境戦略研究機関 粟生木千佳 
15:15～15:35 「持続可能な地域社会の実現に向けて－SDGs 未来都市しもかわ－」 
                                                     北海道下川町 SDGs 推進戦略室長 蓑島豪 
パネルディスカッション 
15:45～16:00 「SDGs 時代の改正環境基本計画，改正循環型社会形成推進基本計画がめざすところ  

－3R プラスへの模索－」                                   京都大学 酒井伸一 
16:00～16:40 
「方向性と課題，展望」について                         コーディネーター：京都大学 酒井伸一 

パネリスト：上記講演者

16:40～16:45 閉会の挨拶 
廃棄物資源循環学会副会長 長田守弘

 
２. 基調講演 

（１）SDGs と改正環境基本計画 

環境省大臣官房環境計画課 
村松哲行 氏 

 本年４月に閣議決定された第五次環境基本計画では，目指すべき社会の姿として以下の

３点を挙げている。１．「地域循環共生圏」の創造，２．「世界の範となる日本」の確立，３．

持続可能な循環共生型の社会（「環境・生命文明社会」）の実現。 
 また，SDGs の考え方を活用し，環境・経済・社会の統合的向上を目指している。 

幅広い関係者とのパートナーシップの下，さまざまな課題を解決するため，分野横断的な
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６つの重点戦略を掲げている。 
SDGs 関連の施策としては，ステークホルダーズ・ミーティングや SDGs 活用ガイドの

作成，ESG 金融懇談会の開催等の取組を行っている。 
また，持続可能な社会を実現するライフスタイルイノベーションを創出するための政策

として，「グッドライフアワード」を実施している。 
 
（２）改正循環型社会形成推進基本計画と地域循環共生圏づくり 

環境省 環境再生・資源循環局 
平尾禎秀 氏 

 本年６月に閣議決定された第四次循環型社会形成推進基本計画では，環境のみならず経

済，社会を含めた統合的な取組に関する，また，多くの主体とのパートナーシップを打ち出

した計画とした。環境基本計画とも合わせて，地域循環共生圏形成による地域活性化を掲げ

ている。 
循環基本計画では資源生産性，循環利用率， 終処分量という３つの指標を設定している

が，今回の改正では循環利用率について新たに入口側・出口側という指標を設定した。 
ライフサイクル全体での徹底的な資源循環として，素材別の取組を挙げている。海洋プラ

スチック問題に関して，マイクロプラスチック対策，プラスチック資源循環戦略の策定等を

進めている。 
 
（３）これからの施設整備計画 

環境省 廃棄物適正処理推進課 
大沼康宏 氏 

 一般廃棄物の現状として，ごみ総排出量・ 終処分量は年々減少してきている。ごみ焼却

施設としては 100～300 トン規模の施設が 407 施設（平成 28 年度）と も多い。 
本年６月に閣議決定された廃棄物処理施設整備計画では，新たに「地域に新たな価値を創

出する廃棄物処理施設の整備」という項目を設定したが，その背景として，SDGs の考え方

（環境・経済・社会の統合）や環境基本計画・循環基本計画における地域循環共生圏の考え

方があり，地域循環共生圏の核となり得る施設の整備を進めることとしている。 
 主な施策について，財政的支援として，施設整備に対する循環型社会形成推進交付金等が

あり，技術的支援として，モデル事業や各種マニュアル作成を進めている。 
 
３．最新の動向 

（１）SDGs と我が国における循環型社会の指標と目標 

東京大学 森口祐一 氏 
 SDGs は 17 の目標，169 のターゲット，244 の指標という３層構造となっており，それ

に基づき，第五次環境基本計画，第四次循環基本計画における指標の検討が進められてきた。 
環境指標としては，第二次環境基本計画において，循環基本計画に数値目標を記載するこ

とと明記された。第一次～第三次循環基本計画では物質フロー指標と取組指標の２項目で

あったのに対し，第四次循環基本計画では循環型社会全体像に関する指標の物質フロー指

標に加え，取組みの進展に関して７つの中長期的な方向性ごとに項目別物質フロー指標・項

目別取組指標を設け，其々に非常に多くの指標が設定された。 
 
（２）SDGs と欧州の循環経済の指標と目標 

公財）地球環境戦略研究機関 
粟生木千佳 氏 

 EU の資源効率関連の取組として，2000 年頃から資源効率に関する指標の検討が始まっ

た。また，2014 年からサーキュラーエコノミー政策が始まった。 
現在の循環経済政策体系は，資源採掘から生産・消費・廃棄の各段階における取組を明確
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化し，モニタリングの枠組みを設定することで，指標と政策が有機的な関係を持つ形態とし

ている。４分野 10 指標という簡易な体系である。 
EU としては，資源生産性指標に関する達成目標はないが，日本の資源生産性に近い目標

を設定しているフランスのような積極的な国もある。 
 
（３）持続可能な地域社会の実現に向けて －SDGs 未来都市しもかわ－ 

北海道下川町 SDGs 推進戦略室長 
蓑島豪 氏 

 下川町は人口 3,383 人（H28.4.1），日本で も寒い地域である。「森林資源を余すところ

なく使う」をキーワードに持続可能な地域社会の実現に取り組み，2011 年に経済・環境・

社会の統合としての環境未来都市に選定された。総面積の 88％が森林で循環型森林経営を

ベースに，11 の木質バイオマスボイラーから 30 施設に熱供給、産業創出し，約 20 年の取

組みに対し「ジャパン SDGｓアワード内閣総理大臣賞」を受賞した。 
 本年６月に SDGs 未来都市に選定され， 
2030 年ビジョン（下川版 SDGs）を策定した。2030 年における町のありたい姿を設定し，

達成度を測定するための熱・エネルギー自給率等「しもかわ SDGs インデイケーター」作

成中である。また，「しもかわ SDGs パートナーシップセンター」を拠点に町内外の人と企

業と連携推進し目標達成を目指している。 
 
４. パネルディスカッション 

（１）SDGs 時代の改正環境基本計画，改正循環型社会形成推進基本計画がめざすところ 

 －3R プラスへの模索－ 

京都大学 酒井伸一 氏 
 経済・社会・低炭素・自然との統合的取組の中で，各指標のモニタリングが重要となる。

資源生産性に関しては，経済指標（GDP）に代わる豊かさを表す指標が導入できていない

ため，今後の課題である。 
 地域循環共生圏の形成に向けた施策を推進する上で，基本となるボトムアップ型（地域の

課題の掘り起こし，施策実施）に加え，トップダウン型（より効率的な資源循環のための国

全体の概念設計）の展開も重要となる。 
 ライフサイクルでの資源循環を促進するため，プラスチック等の対象５品目に関する戦

略的展開が求められる。欧州プラスチック戦略への対応も今後必要になってくる。 
 
（２）SDGs と基本計画・指標の関係，今後の課題 

村松氏：地域循環共生圏を大きな目標としているが，地域の指標を見ていくという方向性が

よいのか。 
⇒森口氏：地方の社会を立て直すという点で SDGs が議論されており，地域の指標や目標

は有効である。 
平尾氏：指標はわかり易さときめ細かさがトレードオフとなるが，どう折り合いをつけたら

よいのか。 
⇒森口氏：一次計画では専門家が簡略化した指標を設定していたが，行政の視点からの指標

が入り，政策との関係がわかりやすくなった。政府だけの計画ならそれでいいが，

事業者や国民にわかりやすくする必要がある。 
⇒粟生木氏：EU は社会を誘導するという意思が明確で，そのビジョンに合わせて指標をス

リム化している。 
大沼氏：外部に熱を供給している施設に関する欧州の事例について。 
⇒森口氏：欧州では電気と熱の重み付けをして，定量的指標にしている。 
⇒粟生木氏：熱効率の高い施設を優先的に支援しており，モニタリングや指標について今後

検討される。 
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（３）環境と循環の新基本計画の意義と展望 

森口氏：地域循環共生圏をどういった主体に進めてもらおうとしているのか。 
⇒村松氏：地域づくりの主体となるプラットフォーム構築を検討している。 
森口氏：基本計画策定過程で，経済の所管とどういうやりとりがあったか。 
⇒村松氏：経済産業省からは現状認識と方向性についてご意見・ご理解を頂いた。 
⇒平尾氏：内容に関して，経済産業省とあまり衝突はなかった。 
粟生木氏：幅広いパートナーシップの具体的な計画について。 
⇒村松氏：人材育成の枠組みの中で NPO や住民との連携も検討していく。 
粟生木氏：日本の製造業の良さを活かしつつ，循環型社会の推進が産業の創出にどう貢献し

ていくのか。 
⇒村松氏：サービサイジングやシェアリングエコノミーにより大量生産・消費の産業構造か

ら転換していく。 
酒井氏：気候変動の影響への適応計画に関連した施設整備の方向性は。 
⇒大沼氏：施設の強靱化と災害時に対応可能な処理システムの構築が重要である。適応策に

ついて現在議論している。 
 
（４）持続可能型社会に向けた取り組み，具体方策への提案 

村松氏：基礎自治体では現業で手いっぱいと思われるが，下川町ではどういう体制で SDGs
関連の取組を行っているのか。 

⇒蓑島氏：SDGs 推進戦略室の２～３人で実施している。 
森口氏：モデル地域について，どうすれば水平展開できるのか。 
⇒蓑島氏：各地域の考え方によるが，当町ではまず危機感があり，どうすれば生き残れるか

を検討し，他の事例を見て，良い点は地域に合うかたちで取り入れてきている。 
⇒酒井氏：他の自治体との連携について。 
⇒蓑島氏：全国各地の自治体と連携関係を結んでいる。例えば，持続可能な発展を目指す自

治体会議では，理念を共有する全国の小さな自治体間で連携し，再エネや省エネ

等について議論している。 
 
傍聴者：施設整備計画に民間活力の活用が明記されているが，民間としてどういった取組を

すればよいのか。 
⇒大沼氏：地域ごとに民間の施設で効率よく循環できているところをうまく活用すること

が考えられる。 
⇒平尾氏：政府の中で議論しているが，外部にわかりやすく発信していく必要がある。廃棄

物処理を行うことが地域に役に立つ，新たな価値を創出することを見せていきた

い。 
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１.４ 秋の企画セッション報告 

秋の企画セッションは名古屋大学で行われた廃棄物資源循環学会第29回研究

発表会の中で開催された。 

廃棄物計画研究部会では、少子高齢化に伴う人口減少、都市部への人口集中等

の社会環境の変化、自治体の財政逼迫、災害対応、持続可能な循環型共生社会の

形成を目指し、廃棄物処理計画のあり方を検討してきた。 

『災害廃棄物処理計画』『熱・エネルギー供給と廃棄物処理施設』をテーマに

各3年研究を進め、この経緯を踏まえ《これからの『廃棄物処理計画』に必要な視

点》を再検討すべきと新たな研究テーマ(3年間)としている。初年度は、重要性が

増してきた都道府県の『廃棄物処理計画』に必要な視点を議論した。2年目は、住

民、資源循環の市場、自治体間、廃棄物利用・処理・運営事業者との“連携”に

注目し議論した。そして、今年は3年目の 終年度に当たり、平成3年度に立ち上

がった計画部会の活動レビュー（過去）を振り返り、SDGsも踏まえた新しい環境

づくりにどのように廃棄物計画分野が貢献できるのかを議論した。 

 

●パネリスト構成と各講演テーマ  

司会進行 臼井 直人（㈱エックス都市研究所）  

代表挨拶 石井 一英（北海道大学 )  

コーディネーター：臼井 直人（㈱エックス都市研究所）  

１．話題提供  

１）札幌市環境基本計画～ SDGsの視点も含めて  

                   大平 英人氏 (札幌市環境局 )  

２）第 4次さいたま市一般廃棄物処理基本計画  

三品 雅昭氏 (さいたま市環境局）  

２．計画部会活動レビューを踏まえた今後の展望  

１）コンサルタントの立場から  

松島 祐樹氏 (㈱エックス都市研究所）  

２）学の立場から  

石井 一英氏 (北海道大学）  
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１．４．１　札幌市環境基本計画～SDGsの視点も含めて　　　　　　　　　　大平　英人氏(札幌市環境局)
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１．４．２　第4次さいたま市一般廃棄物処理基本計画　　　　　　三品　雅昭氏(さいたま市環境局）



1,223,980

3
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１．４．３　計画部会活動レビューを踏まえた今後の展望ーコンサルタントの立場からー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　　　松島　祐樹氏(㈱エックス都市研究所）
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１．４．４　計画部会活動レビューを踏まえた今後の展望ー学の立場からー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石井　一英氏(北海道大学）
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２．話題提供 

 

平成３０年度は、活動実績で示したとおり、関東にて５回の研究会を行い、関

西にて２回の勉強会を行った。関東で行った第２回から第４回の研究会は、９月

に名古屋大学で行われた企画セッションの準備として、企画セッションの講演予

定者に話題提供していただき、発表の内容に関しての議論を行った。 

ここでは関東の第１回、第２回と第５回の研究会及び関西の勉強会で話題提供

をしていただいた内容についてまとめた。 

 

話題提供をしていただいた題目は以下のとおりである。 

２．１ 第１回研究会話題提供 

「廃棄物関連計画の実態と今後の展望」  

石井 一英（北海道大学大学院） 

２．２ 第２回研究会話題提供 

２．２．１ 「計画部会レビューを踏まえた残された課題」  

臼井 直人（㈱エックス都市研究所） 

２．２．２ 「計画部会レビューを踏まえた今後の課題」  

松島 祐樹（㈱エックス都市研究所） 

２．３ 第５回研究会話題提供 

「廃棄物系バイオマスを活用した中小自治体における戦略」  

石井 一英（北海道大学大学院） 

２．４ 関西グループ第１回勉強会 

「SDGsに寄与する廃棄物計画のあり方について」  

上田 晴香（㈱エックス都市研究所） 

２．５ 関西グループ第２回勉強会 

２．５．１ 「ごみ焼却過去、現在、未来」  

浦邊 真郞（㈱エックス都市研究所） 

２．５．２ 「地域循環共生圏での廃棄物の一体的な処理について」  

戸崎 正裕（㈱タクマ） 
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