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 第１章 計画の位置づけ 

 

１ 背景 

天然資源が極めて少ない我が国が持続可能な発展を続けていくためには、３Ｒ※１（リ

デュース、リユース、リサイクル）の取組を充実させ、廃棄物などの循環資源が有効に

利用・適正処分される「循環型社会」を構築していくことが必要です。 

本県では、国の法整備や各種施策が進められ

る中、平成１１年に、発生の抑制、再利用の推

進、適正処理の推進を基本施策とする「千葉県

建設リサイクル推進計画」を策定しました。以

後、建設副産物を取り巻く諸課題への対処を図

りながら定期的に見直しを行い、計画的に建設

副産物対策に取り組んできました。 

その結果、平成２４年度の千葉県内の民間工

事を含む建設廃棄物全体の再資源化・縮減率は

97.8％※２まで向上するなど、建設副産物のリサ

イクルは着実に成果を上げています（表１）。 

その一方で、建設廃棄物全体の発生量は平成

２０年度に比べて 31.4％増加※２しており、３R

の最優先順位に掲げられる発生抑制については、

一層の取組が必要です（表２）。 

さらに、今後、社会資本の維持管理・更新時

代の到来、2020年東京オリンピック・パラリン

ピックの関連工事の本格化等により、建設副産

物の発生量の増加が懸念されています。 

このような状況を踏まえ、県民の生活環境を保全し循環型社会を構築していくために

は、高い水準に達している再資源化・縮減率の維持継続や、社会資本の本格的な維持管

理・更新時代の到来に伴う建設副産物の発生量の増加などの様々な課題に対応し、更な

る建設リサイクルの推進に取り組む必要があります。 

 

                                                   
※１ ３R とは、循環型社会を形成していくための３つの取組の頭文字をとったもの。リデュース（＝発生抑制）、リユース（＝再使用）、リサイク

ル（＝再資源化）の順番で取り組むことが求められている。 

※２ 建設副産物実態調査（国土交通省）の結果より 

92 

94 

96 

98 

H20 H24 

千葉県 全国平均 

資料：建設副産物実態調査（国土交通省） 

(％) 

表 2 千葉県における建設廃棄物全体の発生量 

 

表 1 建設廃棄物全体の再資源化・縮減率 
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２ 計画の目的 

本計画は、千葉県における建設副産物のリサイクル推進に向けた基本的な考え方や目

標、具体的施策等をとりまとめたものです。 

平成 21年 3月に策定した「千葉県建設リサイクル推進計画２００９」（以下「前計

画」という。）の計画期間の終了に伴い、これまでの計画の実施状況を評価し、引き続

き本県における建設リサイクルを推進することを目的としています。 

 

３ 計画の実施主体と対象 

 本計画の実施主体は、千葉県建設副産物対策協議会及び各地区建設副産物対策連絡協

議会の構成員※３とし、その対象は、計画の実施主体が行う建設工事とします。 

なお、本計画の取組によって理解と参画が進むことにより、計画の実施主体に限らず

県内で行われる全ての建設工事で建設リサイクルが推進されることを期待しています。 

 

４ 計画のフォローアップ 

（１）実施方法 

本計画に示した目標の達成状況は、千葉県建設副産物実態調査により把握し、分

析・評価を行います。 

 

（２）計画の見直し 

   本計画は、計画の進捗状況や社会経済情勢の変化等を踏まえ、必要に応じて見直

しを行います。 

 

 

（参考）建設リサイクル推進計画の経緯 

 本県における建設リサイクル推進計画の経緯は次表のとおりです。国の計画を踏まえ

た上で、千葉県内の課題に対応するために必要な施策等を反映させた計画を策定し、建

設リサイクルの推進に取り組んでいます。 

                                                   
※３ 県の関係課及び関係出先機関、市町村、外郭団体など。 
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   【千葉県】       【国】      【法律関係】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「千葉県建設リサイクル推進計画」 

平成 11 年 3 月策定 

「千葉県建設リサイクル推進計画 

2003」     平成 15 年 4 月策定 

「千葉県建設リサイクル推進計画 

2009」     平成 21 年 3 月策定 

「千葉県建設リサイクル推進計画 

2016」     平成 28 年 3 月策定 

「再生資源の利用の促進に関する

法律（リサイクル法）」 

平成 3 年 10 月制定 

「建設工事に係る資材の再資源化

等に関する法律 

（建設リサイクル法）」  

平成 12年 5月制定 

      平成 14年 5月完全施行 

 

「建設副産物対策行動計画(ﾘｻｲｸﾙ 

ﾌﾟﾗﾝ 21)」     平成 6年 4月策定 

「建設リサイクル推進計画 ’97」 

平成 9 年 10 月策定 

「建設リサイクル推進計画（関東地域

版）」       平成 10 年 7 月策定 

「建設リサイクル推進計画 2002」 

平成 14 年 5 月策定 

「建設リサイクル推進計画 2002（関東

地域版）」    平成 15 年 5 月策定 

「建設リサイクル推進計画 2008」 

平成 20 年 4 月策定 

「建設リサイクル推進計画 2008（関東

地域版）」    平成 21 年 3 月策定 

「建設リサイクル推進計画 2014」 

平成 26 年 9 月策定 

「建設リサイクル推進計画 2015（関東

地域版）」    平成 27 年 7 月策定 
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第２章 目指すべき方向性 

 

１ 主要課題 

（１）将来的な建設副産物の発生量の増加への対応 

国内では、昭和３０年代から４０年代にかけての高度経済成長期に大量の社会資

本や住宅・建築物が建設されました。今後、建設後５０年以上経過する社会資本や

住宅・建築物の割合が急増することが見込まれ、これらの解体撤去の増加に伴う建

設副産物の発生量の増加が懸念されることから、発生抑制の対策に加え、建設副産

物を原材料とする再生資材についてより一層の利用を図るなど、再生資材の需給バ

ランスを維持しながら建設廃棄物の再資源化を促進するための対策が必要です。 

また、これまでの建設リサイクル推進に関する各種施策等により、千葉県内にお

ける民間を含む建設発生木材の再資源化率が大幅に向上するなど、建設リサイクル

については一定の成果が上がっています。今後は、現在の建設リサイクルの水準を

維持しつつ、さらに建設副産物の品目※４毎のリサイクル阻害要因に対する解決方策

の検討が重要です。 

さらに、社会資本の老朽化に伴う維持管理・更新工事の増大や 2020 年東京オリ

ンピック・パラリンピックの開催に向けた関連工事などが想定され、これらの工事

に起因する建設副産物対策が必要になります。 

 

（２）千葉県における建設リサイクルの課題 

千葉県内における民間を含む建設廃棄物の再資源化等の割合は、全国平均を上回

っており、県内の建設リサイクルは進んでいます（表３）。 

また、前計画の目標達成状況における平成２５年度実績では、一部で目標を達成

できなかった品目があるものの、再資源化率等は概ね向上しており、建設リサイク

ルの取組の成果が見られました（表４）。 

しかしながら、高度経済成長期に建築された建築物等の施設の更新などにより、

コンクリート塊の発生量は増加傾向にあります。一方、コンクリート塊を再生処理

した再生砕石は、これまで主に道路の路盤材として利用してきましたが、近年、既

設路盤を現場で改良する工法「路上路盤再生工法」の普及により廃棄物発生が抑制

                                                   
※４ 建設工事に伴って副次的に得られる物品であるアスファルト・コンクリート塊、コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥、建設混合廃棄物
及び建設発生土 
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されている半面、路上路盤再生工法やアスファルト・コンクリート層のみ更新する

工法が普及してきたことにより、道路用路盤材の需要が減少してきました。そのた

め、再資源化施設での再生砕石の滞留が首都圏を中心に顕在化しています。 

県内の再資源化施設においても、再生品の在庫が増加したため、再生品の原材料

となるコンクリート塊等の受入れを停止する施設がある一方で、再生品の原材料と

なるコンクリート塊等が足りず、一部で新材を混入する施設もあり、地域差が発生

しています。 

 

 

 

 

 

  

アスファルト・

コンクリート塊

（再資源化率） 

コンクリート塊

（再資源化率） 

建設発生木材

（再資源化率） 

建設発生木材

（再資源化・縮

減率） 

建設汚泥（再資

源化・縮減率） 

建設廃棄物全体

（再資源化・縮

減率） 

千葉県 99.7 99.7 95.7 98.3 96.2 97.8 

全国平均 99.5 99.3 89.2 94.4 85 96 

80 

84 

88 

92 

96 

100 

資料：建設副産物実態調査（国土交通省） 

(%) 

表 3 建設廃棄物の再資源化率等の比較（平成 24年度） 
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表 4 千葉県建設リサイクル推進計画２００９ 目標達成状況 

対象品目 指標 
平成 17年度 

実績 

平成 25年度 

目標 

平成 25年度 

実績 

アスファルト・コンクリート塊 再資源化率 99.8％ 100％ 99.6％ 

コンクリート塊 再資源化率 99.7％ 100％ 99.3％ 

建設発生木材 再資源化率 59.1％ 68％以上 93.9％ 

建設発生木材 再資源化・縮減率 88.9％ 94％以上 95.3％ 

建設汚泥 再資源化・縮減率 89.3％ 94％以上 98.4％ 

建設混合廃棄物 排出量 9.8 千ｔ 6.9 千ｔ以下 9.5 千ｔ 

建設廃棄物全体 再資源化・縮減率 93.7％ 97％以上 93.9％ 

建設発生土 有効利用率 77.5％ 88％以上 84.8％ 

 

 

 

 

（参考）各指標の定義 

 

     再資源化率   
再資源化量 ＋ 工事間利用量

排出量
 

     再資源化・縮減率   
再資源化量＋減量化量＋工事間利用量

排出量
 

     有効利用率   
土砂利用量のうち土質改良を含む建設発生土利用量

土砂利用量
 

 

 

 

  



10 

 

２ 目標設定 

（１）計画期間と目標年度 

本計画の計画期間は、平成２８年度から平成３２年度までの５年間とします。 

また、目標年度は、計画期間の最終年度である平成３２年度とします。 

なお、本計画の目標達成に向けた進捗状況を把握し、より進んだ建設リサイクル

への取組を促すため、中間年度である平成３０年度の目標を設定します。 

 

（２）目標値 

前計画の目標達成状況を踏まえ、品目毎に課題を整理し、目標を設定します。 

 

①アスファルト・コンクリート塊、コンクリート塊 

【再資源化率 平成３２年度目標 100％ 】 

再資源化率の平成２５年度実績はそれぞれ 99.6％と 99.3％であり、100％とする

前計画の目標を達成することができませんでした。 

安定して高い水準を維持できていますが、発生量の増大や再生資材の需要減少の

懸念もあるため、引き続き再資源化率の向上を目指します。 

 

②建設発生木材 

【再資源化・縮減率 平成３２年度目標 97％以上 】 

再資源化率と再資源化・縮減率の平成２５年度実績は 93.9％と 95.3％であり、

それぞれ 68％以上と 94％以上とする前計画の目標を達成しました。 

建設発生木材の排出形態は様々であり、その形態によっては再資源化そのもの

が困難な場合があることから、今後の目標指標としては、最終処分量を抑制する

ための指標である再資源化・縮減率に一元化し、更なる向上を目指します。 

 

③建設汚泥 

【再資源化・縮減率 平成３２年度目標 99％以上 】 

再資源化・縮減率の平成２５年度実績は 98.4％であり、94％以上とする前計画の

目標を達成しました。 

安定して高い水準を維持できているため、再資源化・縮減率の更なる向上を目指

します。 

 



11 

 

④建設混合廃棄物 

【排出率 平成３２年度目標 0.8％以下 】 

【再資源化・縮減率 平成３２年度目標 60％以上 】 

排出量の平成２５年度実績は 9.5千ｔであり、6.9千ｔ以下とする前計画の目標

を達成することができませんでした。 

前計画の指標は、社会情勢の変化に伴う建設工事量の増減に大きく影響を受ける

指標であるため、工事量変動の影響を受けない指標である排出率に改め、建設混合

廃棄物の現場分別の徹底を促進します。 

また、建設混合廃棄物自体の最終処分量を抑制するための指標である再資源化・

縮減率についても目標を設定し、再資源化・縮減を促進します。 

 

⑤建設廃棄物全体 

【再資源化・縮減率 平成３２年度目標 97％以上 】 

再資源化・縮減率の平成２５年度実績は 93.9％であり、97％以上とする前計画

の目標を達成することができませんでした。 

建設リサイクルの取組を徹底するため、前計画で設定した目標値を踏襲し、引

き続き再資源化・縮減率の向上を目指します。 

 

⑥建設発生土 

【建設発生土有効利用率 平成３２年度目標 80％以上 】 

有効利用率の平成２５年度実績は 84.8％であり、88％以上とする前計画の目標

を達成することができませんでした。 

前計画の指標は、建設発生土を利用する工事において有効利用した割合を表す

指標であるため、建設発生土を発生させる工事において有効利用した割合を表す

指標に改め、発生抑制や現場外への搬出抑制、建設工事間での更なる有効利用を

促進します。 
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表 5 千葉県建設リサイクル推進計画２０１６の目標 

対象品目 指標 
平成 25年度 

実績 

平成 30年度 

中間目標 

平成 32年度 

目標 

アスファルト・コンクリート塊 再資源化率 99.6％ 100％ 100％ 

コンクリート塊 再資源化率 99.3％ 100％ 100％ 

建設発生木材 再資源化・縮減率 95.3％ 96％以上 97％以上 

建設汚泥 再資源化・縮減率 98.4％ 99％以上 99％以上 

建設混合廃棄物 排出率※ 0.9％ 0.8％以下 0.8％以下 

建設混合廃棄物 再資源化・縮減率※ 50.2％ 56％以上 60％以上 

建設廃棄物全体 再資源化・縮減率 93.9％ 97％以上 97％以上 

建設発生土 建設発生土有効利用率※ 72.3％ 77％以上 80％以上 

※：前計画から変更した指標 

 

 

（参考）各指標の定義 

 

     再資源化率   
再資源化量 ＋ 工事間利用量

排出量
 

     再資源化・縮減率   
再資源化量＋減量化量＋工事間利用量

排出量
 

     排出率   
建設混合廃棄物の排出量

全建設廃棄物の排出量
 

     建設発生土有効利用率   
現場内利用量＋工事間利用量＋採石場跡地復旧等量

※

建設発生土の発生量
 

※適正に盛土された採石場跡地復旧や農地受入等の有効利用量 
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 第３章 具体的施策と主な取組 

 

本計画では、「新たに取り組むべき重点施策」と「建設リサイクル推進に当たり引き

続き取り組むべき施策」を実施します。 

 

１ 新たに取り組むべき重点施策 

様々な課題解決に向けて前計画の施策を見直すとともに、県内地域毎、品目毎の課題

を把握するための方策等を新たに位置付け、より一層の建設リサイクルを推進します。 

 

（１）建設副産物物流のモニタリング強化 

建設副産物の再資源化・縮減等の状況の変化を確認できるよう、建設副産物物流

のモニタリングを強化します。 

また、目標未達成品目については、未達成とはいえ、再資源化・縮減率は高い水

準に達していることから、再資源化・縮減ができずに、直接最終処分をしている要

因等の詳細な調査・分析を行います。 

 

主な取組 

◆再資源化・縮減等の状況確認 

千葉県建設副産物実態調査を毎年実施し、建設副産物の再資源化・縮減の状況

のほか、再生資材の利用状況について継続的に把握します。 

◆リサイクル阻害要因の把握 

建設副産物の搬出状況や、再資源化・縮減ができずに直接最終処分をしている

要因等の把握に努めます。 

 

（２）地域固有の課題解決の促進 

首都圏を中心に、近年、建築物等の解体及びそれに伴うコンクリート塊の発生量

が増加しており、再生砕石の滞留懸念があることから、物流の把握・データ化を図

ります。 

また、建設発生土については、工事間利用を促進するなど、有効活用を進めるた

めの取組を推進します。 
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なお、千葉県では、建設汚泥の再資源化・縮減率は高い水準となっていますが、

今後、県内の社会資本や施設の更新等の工事の増加が想定されることから、工事で

発生する建設汚泥の適正処理を進めるとともに、有効活用に努めます。 

 

１）再生砕石の利用状況の把握 

千葉県を含め、首都圏では再生砕石の需給ギャップによる滞留が懸念されてお

り、その対策は喫緊の課題となっています。 

そこで、再生砕石の利用促進・用途拡大（埋戻し材・裏込め材、基礎材等）を

図るため、その利用状況（用途、利用量、利用率等）を把握しながら、その対策

を検討します。 

 

主な取組 

◆フォローアップ調査の実施 

実施主体は、再生砕石の利用徹底、拡大のため、その利用状況（用途、利用量

利用率等）の把握に努めます。 

 

２）建設発生土の利用促進 

前計画において、建設発生土は目標を達成していない品目であり、より一層の

取組が必要です。 

また、今後、大規模工事により大量の建設発生土の発生も懸念されることから、

建設発生土の工事間利用を促進するため、情報共有の推進を図ります。 

 

主な取組 

◆情報共有の徹底 

地域での利用調整を徹底するため、既存会議等を活用し、発生現場、利用現場

の情報収集、情報共有を図ります。 

 

３）建設汚泥の利用拡大 

建設汚泥は、利用用途が建設発生土と競合し、さらに法的な制約を受けるため

リサイクルは簡単ではありませんが、適正処理を行うとともに、建設汚泥の再生

利用や再生品の利用拡大に努めます。 
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主な取組 

◆利用調整及び拡大の推進 

建設汚泥は、既存会議等を活用した利用調整や再生利用認定制度等の活用によ

る再生利用を推進します。 

◆既存マニュアル等の周知啓発 

国が作成した利用事例集や「建設汚泥利用マニュアル（関東版）」を発注担当

者に普及し、理解促進・意識向上を図ります。 

◆再生品の調達の推進 

公共工事におけるグリーン購入法調達方針に準じて建設汚泥再生品の調達を

推進します。 

◆フォローアップ調査の実施 

実施主体は、建設汚泥処理土等の再生品の利用拡大のため、利用状況の把握に

努めます。 

 

（３）工事前段階における発生抑制の検討促進 

発生抑制については、これまでも各種の施策を実施してきましたが、建築物や社

会資本の老朽化に伴う解体工事や維持管理工事、更新工事の増大による建設副産物

の発生量増加の影響を小さくするため、その対策を徹底・強化していくことが必要

です。 

 

主な取組 

◆発生抑制の対策の検討  

実施主体は、事業の計画・設計段階において実施可能な建設副産物の発生抑制

に資する対策を検討します。 

 

（４）現場分別・施設搬出の徹底による再資源化・縮減の促進 

現場から搬出される建設廃棄物には、現場での分別が十分に行われず建設混合廃

棄物として搬出されているものや、直接最終処分場に搬出されているものが一部見

受けられるため、現場分別の徹底を図ります。 
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主な取組 

◆指導・監督の徹底 

実施主体は、適切な技術指導や工事の監督を行うことにより、分別可能な混入

物の現場分別と再資源化施設への搬出を徹底します。 

 

（５）建設工事における再生資材の利用促進 

今後、社会資本の維持管理・更新時代が到来する中、建設副産物の発生量の増加

が懸念されることから、再生資材の需給バランスを維持しながら建設廃棄物の再資

源化を促進するため、建設廃棄物由来の再生資材の更なる利用促進を図ります。 

 

主な取組 

◆再生資材の利用徹底 

国の計画では、再生資材の利用状況に関する指標（再生資材利用率等）の導入

に向けて検討することとしており、県においても国の動向を注視し、連携しな

がら再生資材の利用促進に努めます。 

 

（６）建設発生土の有効利用・適正処理の促進強化 

建設発生土については、例年、場外搬出量が搬入土砂利用量を上回っているため、

更なる有効利用を促進するための対策を検討します。 

また、生活環境に影響を及ぼすような不適切な取扱いを防ぐため、適正処理の徹

底を図ります。 

 

主な取組 

◆民間工事も含めた発生土有効利用 

実施主体は、国が構築する官民一体となった発生土の相互有効利用のマッチン

グを強化するためのシステムの普及・啓発に努めます。 

◆内陸受入地での取扱い把握 

実施主体は、国が構築する建設発生土の内陸受入地での不適切な取扱いなどに

関する情報を把握するためのシステムの普及・啓発に努めます。 
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２ 建設リサイクル推進に当たり引き続き取り組むべき施策 

前計画により、建設リサイクルに係る各種施策が総合的に実施された結果、建設副産

物の再資源化・縮減等は着実に進展しました。しかし、これらの取組の中には中長期的

に推進していくべきものがあることから、今後、更なる建設リサイクルを推進していく

ために必要な施策については、本計画においても引き続き実施していきます。 

 

（１）関係者の連携強化 

建設リサイクルは、発注者や受注者、設計者など多くの関係者が連携して取り組

んでいく必要があります。これらの関係者の間で情報交換や意思疎通を円滑に行

い、連携を強化します。 

 

主な取組 

◆千葉県建設副産物対策協議会及び各地区建設副産物対策連絡協議会の活性化 

建設リサイクルを進めるために各々の役割の相互理解、制度の周知、情報交換

や意見交換を行います。 

 

（２）理解と参画の推進 

建設リサイクルの取組は、社会資本整備を通じて人々の生活を支える一方で、不

適切な取組は生活環境に深刻な影響を与えます。このため、建設リサイクルの推進

に当たっては、取組状況の把握に努めるとともに、その成果等について公表し、広

くＰＲすること等により建設リサイクルへの理解と参画を求めていきます。 

特に、適切な分別解体、再資源化、適正処理等を実施するためには、応分の費用

負担が必要です。廃棄物の処理に掛かる手間や費用を削るために、適切な分別解体

や再資源化をせずに処分することがないように、建設リサイクルの必要性について

関係者への周知啓発に努めます。 
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主な取組 

◆建設リサイクルへの取組状況のＰＲ 

千葉県建設副産物実態調査により本計画の目標の達成状況等を把握し、県ホー

ムページで公表します。 

◆建設リサイクルに関する広報活動の継続的実施 

ホームページでの案内やパンフレットの配布等を通じて、適切な分別解体、再

資源化、適正処理等に係る費用負担の必要性や建設リサイクルの制度、取組等

を周知します。 

◆実施主体の契約時における分別解体、再資源化、適正処理等の内容及び費用の

内訳の明示 

実施主体は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル

法）を遵守し、契約書面への明示を徹底します。 

◆建設リサイクルに関する研修等の充実 

建設リサイクルに関する法令、取組、事例等に係る知識・技術力の向上を図り

ます。 

 

（３）建設リサイクル市場の育成と技術開発等の推進 

建設リサイクル市場では、建設リサイクルに関して高い資質を有する企業が求め

られているため、建設リサイクルの取組や技術開発に積極的な企業を支援すること

で、建設リサイクル市場の育成と技術開発を推進します。 

 

主な取組 

◆新技術発表会の開催等による企業支援 

民間企業等で開発された有用な新技術（工法・材料等）の発表の場を設ける等、

新技術について広く情報収集・発信し、その活用や普及を促進します。 

 

（４）発生抑制 

発生抑制のためには、長く使い続けることが重要な対策となることから、社会資

本などの長寿命化に加え、建築物等の機能劣化に対応した既存施設の適切な維持管

理を行います。 
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主な取組 

◆予防保全の実施等による構造物の延命化、戦略的維持管理の実施 

適切な維持管理を行うことにより、構造物の長寿命化を図ります。 

◆計画・設計段階における発生抑制の検討 

リサイクル計画書の作成、発生抑制に資する工法の採用など、「千葉県建設リ

サイクル推進計画ガイドライン」等を遵守することにより、計画・設計段階で

の発生抑制に係る検討を行います。 

◆参考事例の活用 

発生抑制の事例集等を活用し、発生抑制のために的確な判断を行うよう努めま

す。 

 

（５）現場分別 

非飛散性石綿含有建材やＣＣＡ（クロム、銅及びヒ素化合物系木材防腐剤）処理

木材等、他の建設廃棄物の再資源化に支障をきたす建設資材等の現場分別の知識・

技術について関係者への普及啓発を行い、分別解体や現場分別の取組を推進しま

す。 

特に、解体工事においては、使用されている建設資材の特性等を把握した上で、

適切な手順により適正な分別解体が行われるよう指導します。 

 

主な取組 

◆現場分別基準、現場分別マニュアル等の普及、活用 

現場条件に応じた適切な手順による分別解体を促進します。 

◆解体業者への分別解体技術の普及啓発及び指導の徹底 

分別解体に関する意識を高め、現場作業員への指導等を行うことにより、現場

分別の実行性を向上させます。 

◆適正な分別解体の徹底を図るための現場巡回等の充実 

分別解体等の実施状況を確認し、適切な指導・監督を行います。 

 

（６）再資源化・縮減 

各品目の再資源化・縮減を促進していくため、品目毎の課題を踏まえた対策を実

施します。 

また、廃石膏ボードは依然として十分なリサイクル体制が整っていないことか

ら、引き続き取組を推進します。 
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主な取組 

◆公共工事におけるリサイクル原則化ルールの徹底 

設計・施工段階において、建設副産物それぞれの品目の発生抑制を図るととも

に、再生資源の利用及び建設副産物の再資源化施設への搬出の推進に取り組み

ます。 

◆廃石膏ボードの現場分別の推進 

廃石膏ボードのリサイクルの推進を図るため、廃石膏ボード現場分別解体マニ

ュアル（国土交通省）を周知します。 

  

（７）適正処理 

不法投棄をはじめとする建設廃棄物の不適正処理を防ぐため、不適正処理が起こ

る要因を可能な限り排除します。 

また、非飛散性石綿含有建材やＣＣＡ処理木材、ＰＣＢ廃棄物等については、他

の建設廃棄物の再資源化の支障とならないよう、適切な処理が行われるよう指導し

ます。 

 

主な取組 

◆電子マニフェストの普及促進 

マニフェストの管理を徹底することで、産業廃棄物の処分に係る追跡可能性を

確保します。 

◆パトロール等による指導・監督の徹底 

環境行政との連携による指導・監督体制の強化及び適正な分別解体の実施を確

保するための現場巡回の充実を図ります。 

 

（８）再使用・再生資材の利用 

社会資本整備は、大量の資源投入を必要とするものであり、それに見合った再生

資源の利用が期待される分野です。 

産業廃棄物を原材料とする再生資材については、利用用途に応じた要求品質を満

足する再生資材の利用を促進します。 

建設発生土については、これまでも工事間利用を進めてきましたが、工事間で工

期や土質条件が合わないなどの理由から、搬入土砂利用量の２割強を山砂等の新材

に頼っている実態もあることから、一層の有効利用を推進します。 
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主な取組 

◆再生資材の公共工事での利用促進 

利用事例を収集、周知することにより、再生資材の利用を促進します。 

◆ストックヤード、工事発注予定の事業箇所、遊休公共用地等を活用した建設発

生土の有効利用 

ストックヤード等を確保し、各工事における建設発生土の搬出搬入時期を調整

することで、利用可能な建設発生土を有効に活用します。 

◆建設発生土情報交換システムの活用の推進 

設計、積算、発注、施工から完了の各段階において建設発生土の工事間利用に

関する情報を収集・共有し、有効利用を推進します。 
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第４章 施策の推進体制  

 

本計画の施策内容は多岐にわたるため、各実施主体の組織内において、施策に取り組

む関係者が多く存在しています。 

本計画の計画期間である５年間において、より大きな成果を生み出していくためには、

それぞれの関係部署が自らの役割を認識し、多角的かつ一体的に取り組むことが必要で

す。 

 

１ 担当と役割 

次に示すそれぞれの部署が担う役割を明確にし、連携・協働を図りながら施策を実行

することとします。 

 

調整担当     関係部署との調整をはじめ、計画を推進するために必要な新たな

制度、基準や仕組みづくり、それに必要な建設リサイクルの状況

の把握等、組織内における本計画全体の進行管理を行います。 

 

広報担当     本計画の実施主体だけでなく、県民や事業者等が建設リサイクル

の必要性や重要性に対する理解を深めることで、建設リサイクル

の取組がより一層推進されるように、建設リサイクルに関する情

報の収集・周知を継続的に実施します。 

 

 研修担当     職員数が減少している中、建設リサイクルを着実に推進していく

ため、職員が必要な知識や技術を効率的かつ効果的に習得し、活

用できるように、研修の充実を図ります。 

 

 工事担当     建設リサイクルに関する専門的な技術・知識の活用、綿密な調整

による計画・施工管理を行い、建設工事に係るリサイクル、適正

処理を推進します。 

 

 指導・監督担当  現場での技術指導や、分別解体、再資源化等の不適正処理の監視

等、業者に対する直接的な指導・監督を行い、建設リサイクルの

徹底を図ります。 

 


