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令和２年度第２回千葉県環境審議会 廃棄物・リサイクル部会 

議事録  

 

日時：令和２年１２月１８日（金） 

午前 10 時 00 分から 

場所：千葉県中庁舎１０階 大会議室 

 

１ 開会 

 

司会 それでは、定刻となりましたので、ただいまから、千葉県環境審議会廃棄物・

リサイクル部会を開催いたします。私は、本日の司会を務めます、千葉県環境生

活部循環型社会推進課の山田と申します。どうぞ、よろしくお願いいたします。 

委員の皆様方におかれましては、第１回目同様に新型コロナウイルス感染拡

大の中、御出席くださりましてありがとうございます。新型コロナウイルス対

策として、前回同様に、今回も会議中はマスクの着用に御協力くださいますよ

う、お願いいたします。 

はじめに、配付資料の確認をさせていただきます。お手元に配付した「次第」

「委員名簿」「座席表」、その他、次第に記載の配付資料一覧のとおりとなって

おります。「資料１ 第１回廃棄物・リサイクル部会における委員意見に関する

県の考え方」、「資料２ 排出事業者との意見交換会の結果」、「資料３ 廃棄物処

理業者との意見交換会の結果」、「資料４ 第１０次千葉県廃棄物処理計画（素案）」

「資料４－参考 第１０次千葉県廃棄物処理計画（素案）の概要」「資料５ 今後

のスケジュールについて」となっております。資料に不足はございませんで   

しょうか。 

本日は、委員総数８名に対し、６名の委員の御出席をいただいております。

半数以上の委員が出席されておりますので、千葉県行政組織条例第３３条の 

規定により、本日の会議が成立しておりますことを御報告いたします。また、

香村委員及び首藤委員におかれましては、所用により、本日は御欠席、との連

絡を受けております。 

続きまして、この会議及び会議録は、千葉県環境審議会運営規程第１０条第

１項及び第１１条第２項の規定により原則公開となっております。本日の議題

を見ますと、公正かつ中立な審議に支障がないものと考えられますので、公開

といたしたいと存じますが、いかがでしょうか。 

（「異議なし」） 

本日は、報道機関及び傍聴人の方がおります。まず、報道、続いて、傍聴人

の順で入室しますので、少々お待ちください。（報道、傍聴人入室） 
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２ 千葉県環境生活部環境対策監挨拶 

 

司会 それでは、開会に当たりまして、千葉県環境生活部 環境対策監 石崎から御

挨拶申し上げます。  

 

石崎環境対策監 おはようございます。環境生活部環境対策監の石崎でございます。 

委員の皆様には大変お忙しい中、当部会に御出席いただきまして、ありがと

うございます。また、日頃から、本県の環境行政の推進に御協力をいただきま

して、この場をお借りして感謝申し上げます。 

前回の審議会からひと月半ほど経過しております。報道等で御承知かと思い

ますが、本県の新型コロナウイルスの新規感染者が直近の７日間平均で、１日

100 人を超えている状況です。現在、まさに、感染拡大を防止する非常に重要な

局面を迎えているところでございます。そうした中で、ホテル療養の感染者数

が非常に増加しておりまして、医療体制の整備はもちろんですが、今後の廃棄

物処理業の事業の継続であるとか、感染性廃棄物の処理が滞りなく円滑にでき

るということが重要でございますので、我々としてはそういったことに取り組

んでいきたいと考えております。 

さて、本日御審議いただく案件ですが、前回の審議会では、第 10 次千葉県廃

棄物処理計画の骨子案について御審議いただき、意見をいただきました。それ

を踏まえまして、本日は、計画素案をお示しし、御審議いただくことを考えて

おります。さらに、本日の審議結果を加えまして、修正をした上で、パブリッ

クコメントの実施を予定しておりますので、忌憚のない御意見をいただきなが

ら作業を進めさせていただき、最終的には、年度末までに計画を策定したいと

考えておりますので、御協力をお願い申し上げます。 

 

３ 廃棄物・リサイクル部会長挨拶 

 

司会 続きまして、議事に入る前に宮脇部会長に御挨拶をいただきたいと存じます。 

 

宮脇部会長 皆様、おはようございます。宮脇でございます。 

皆様の活発な審議をもって、素晴らしい千葉県の計画ができるように尽力し

ていきたいと思いますので御協力をお願いします。 

先程のお話しもありましたように、感染症関連で不便なところもあるかと思

います。また、新しい生活様式により、今後、廃棄物関連も資源化を含めて大き

く変化する可能性もあるし、変わらないかもしれませんが、このあたりを十分に

注目して、今回の計画は長期の計画ですので、長い目でしっかりと見据えていけ
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るような計画となるように進めていきたいと思います。 

また、環境省あたりでは、国の方針で、今までは低炭素でしたが、脱炭素を強

く進めていく文言もありますので、廃棄物の分野もそのような視点を見ながら

進めていければと思います。 

今日は、12 時までと短い時間となっております。丁寧に進めていければと思

いますので、御協力よろしくお願いいたします。 

それでは、よろしくお願いいたします。 

 

司会 どうもありがとうございました。 

それでは、これより御審議をお願いいたしますが、議事の進行につきまして

は、千葉県行政組織条例第３３条の規定により、宮脇部会長にお願いいたしま

す。 

 

宮脇部会長 それでは、これより千葉県環境審議会 廃棄物・リサイクル部会の議事

に入りたいと思います。本日は、議事録署名人を岡山委員と桑波田委員にお願

いしたいと存じますが、よろしいでしょうか。それでは、岡山委員と桑波田委

員、よろしくお願いいたします。 

 

４ 議事 

 

宮脇部会長 それでは議事に入ります。 

本日の議題は、「第１０次千葉県廃棄物処理計画（素案）について」でござい

ます。 

それでは、事務局から説明をお願いいたします。 

 

強口循環型社会推進課資源循環企画室長 皆様、おはようございます。循環型社会

推進課、資源循環企画室長の強口と申します。 

   私の方から、お配りしました資料全般に渡りまして、少し時間をいただいて

御説明を申し上げたいと思います。 

まず最初に資料１について、御説明申し上げます。資料１は、前回の当部会

における各委員からの意見に関する県の考え方をまとめたものです。 

着座にて説明させていただきます。左側に委員の意見、右側に県の考え方が

書いてあります。 

まず、大川委員の方から、子供を対象とした３Rの推進にあたり、教育委員会

と連携して啓発活動に取組んでいただきたいとの御意見がございました。これ

につきまして、県では、今年度末を目途に、「千葉県環境学習等行動計画」を策
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定する予定です。行動計画では、学校等と連携・協働した環境学習の推進を図

っていきますという内容の記載もございます。また、本計画でも、本日の資料

４の 64 ページに、環境学習の推進について盛り込んでおります。 

次に、岡山委員と桑波田委員から、バイオマス資源の活用推進について、広

域化やエネルギー利用とセットで進めていくという方針を県で持っていただき

たいということと、バイオマスについては、県民一人一人の努力のみならず、

大きな仕組みでの取組も必要であり、バイオマス資源の活用推進については、

重点的に取り組んでいただきたいとバイオマスに関する御意見を二人からいた

だいております。県では、「千葉県バイオマス活用推進計画」において、バイオ

マス資源の活用推進に取組んでいるところです。本計画では、令和２年度を目

標としている計画ではありますが、来年度以降新たな検討が必要となります。

今回いただいた御意見を踏まえ、県のバイオマス資源の活用推進の方向性を検

討していきたいと考えております。なお、本日お示しした素案の 66 ページに、

バイオマス資源の活用の推進について盛り込んでいるところでございます。 

次に、香村委員より地域性を考慮した計画を策定することを検討してはどう

か、という御意見をいただいております。また、リサイクル率について、品目

ごとに整理していただきたいという二つの御意見をいただいたところですが、

本日は御欠席ですので、事前に委員に直接県の考え方を示して一応の御了解を

いただいたことを報告します。県の考え方としては、地域性の方については、

一般廃棄物、産業廃棄物とも、県全体における目標値を設定した上で、県全体

での取組を掲げております。一般廃棄物については、各市町村が各地域の実情

を踏まえた上で、計画を策定し展開しております。本計画では、市町村の有効

な取組等の情報提供などを行い、３R の推進をしていくこととしております。

産業廃棄物については、地域別や業種別での発生状況等の推計はしており、業

種や品目に着目した取組を行うこととしております。一方で、地域内では様々

な業種があるなど地域ごとの目標設定に難しさもあることから、今後これらの

データを活用して、どのような形で地域性を考慮した計画策定が可能なのか、

研究を進めていきたいと考えております。また、リサイクル率については、一

般廃棄物については、品目ごとの排出量の把握が困難なため、個別にリサイク

ル率を算出しておりません。また、分別された収集された後の容器包装の再商

品化率については、資料とホチキス留めされてあります、前回の委員会資料で

お示しさせていただいております。また、産業廃棄物については、素案の 28 ペ

ージに、品目ごとの再生利用率を盛り込みました。 

次に岩楯委員より、再生資源であるプラスチックが、再利用されるように県

と国が率先して関与していくように計画に盛り込んでいただきたい、と御意見

をいただきました。プラスチックに関する問題につきましては、本計画でも一



5/19 
 

つの重要な課題と捉えております。素案の７、41、61、62、65 ページに、プラ

スチック資源の循環利用における県が取り組むべき課題等を記載させていただ

いております。 

次に岩楯委員より最終処分場のひっ迫状況などを計画に盛り込んでいただき

たいという御意見をいただきました。こちらにつきましては、素案の 19、34、

41、77、78 ページに、県内の最終処分場のひっ迫状況や県が取り組むべき課題

などを盛り込んでおります。 

次に山下委員より位置づけの図に、ごみ処理広域化・ごみ処理施設集約化に

関する事項を盛り込むことを検討してはどうか、という御意見をいただきまし

た。素案の４ページの図の中に、広域化・集約化計画も示させていただきまし

た。 

最後に先ほど申し上げましたが、香村先生と事前にお話しをしたときに、先

生の方から、素案の計画目標の進捗状況のところに、再生利用率が「×」とい

う記載がありますが、そういうところが気になるので、再商品化率ではなく、

品目ごとの再生利用率をバックデータとして捉えておくことが、本計画の遂行

時に重要になるとのお考えをいただきました。また、本計画の中に、社会の動

向や現状把握、コラムなどを掲載し、なかなか良いのではないかという評価を

いただきました。また、環境行政、特に廃棄物行政は、住民や事業者の理解や

協力が必要であるということから、印刷した計画を広く配布し、県の考え方を

伝えるよう努力してくださいとの御意見をいただきました。 

引き続きまして、資料２と３について御説明いたします。こちらは前回の部

会から今回の部会の間に、排出事業者との意見交換会と、廃棄物処理事業者と

の意見交換会の結果をまとめたものです。中身の詳しい説明は省略させていた

だきますが、排出事業者、資料２の方ですが、食品ロス、リサイクルの推進、

PCB、公共関与による最終処分場といった、いくつかのテーマをいただいており

ます。それぞれのテーマにある程度お答えできるような施策を盛り込んだつも

りでおりますので、素案の説明の中で少し触れさせていただきたいと考えてお

ります。また、廃棄物処理事業者との意見交換会の中では、プラスチック類の

処理、建設系の副産物、食品ロスとバイオマス資源の活用、裏面は、家電リサ

イクル、処理困難物、産廃施設での一般廃棄物の受け入れ、災害廃棄物の広域

化処理、公共関与といった８つのテーマについて、ヒアリングをしたところで

ございます。こちらの方についても、盛り込んだ量の大小はございますが、素

案の施策の中で反映させていただいたつもりでございます。 

それでは、本日のメインでございます、素案の御説明をさせていただきます。

素案１冊の冊子になっているものと、カラー刷りで A3 の２枚で折込みをした二

つがあると思いますが、両方見ていただきながら、本日は時間もございません
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ので、資料４－参考とありますカラー刷りの概要に沿って、素案のページを追

いながら説明申し上げます。大きな流れは、骨子案の時に説明させていただき

ましたとおり、前半部分で県の状況、社会的な動向、目標値に対する県の現状

を把握した後で、後半部分に県が取り組むべき課題を 10 個整理させていただ

き、基本方針と計画目標を立てた上で、展開する施策ということで、４本の柱

を主とした施策を展開することとしております。第９次計画と構成上の違いは、

社会の動向を設けたことと、課題を 10 個に整理したというところが大きな違い

でございます。また、資料４の素案の表紙に第 10 次千葉県廃棄物処理計画と書

いてある下に、千葉県食品ロス削減推進計画と書いてあるとおり、食品ロス削

減推進計画を盛り込んでおります。それでは、ページをめくりながら概要の説

明をいたします。 

まず、１枚めくっていただきますと、目次の欄ですが、２ページにわたって

おり、最後に千葉県食品ロス削減推進計画として、枠組みを作りまして、これ

を見るには、このページを見てください、と囲みを入れさせていただいており

ます。引き続きまして、１ページ、２ページは、計画の基本事項として、計画

策定の背景と策定方針を掲げています。計画策定の背景では、引き続き３R 等

の課題に対応する必要があること、災害廃棄物や廃棄物エネルギー利活用など

新たな課題にも対応していく必要があること、新型コロナウイルス対応などを

書き込ませていただきました。策定の方針ですが、基本的には国が示しており

ます「第４次循環型社会形成推進計画」との整合を図って策定していくものと

しております。４ページに計画の位置づけ及び計画期間を載せてあります。素

案の図１－３－１に本計画の位置づけとして、国の基本方針や計画の中に、廃

棄物処理法の基本方針、食品ロスの削減の推進に関する基本方針、第４次循環

型社会形成推進計画に基づいて、第 10 次千葉県廃棄物処理計画、括弧の中に千

葉県食品ロス削減推進計画、また、千葉県ごみ処理広域化・ごみ処理施設集約

化計画を含んでいることを図示させていただきました。 

次に６ページ以降、社会の動向として、国外の動向では、SDGｓの関係と海洋

プラスチックごみなどの話題を記載させていただきました。また、国内の動向

では、本計画のもととなっている第４次循環型社会形成推進計画の方針、プラ

スチック資源循環戦略の策定、食品ロスの削減に向けた法律と食品ロス削減推

進計画の策定といった国の通知、４番目に安定的・効率的な施設整備及び運営

を書かせていただき、５番目以降に、今後必要となる対策として、災害廃棄物

対策、高齢化社会に対応した廃棄物処理システムの構築、それから新型コロナ

ウイルス感染症による暮らしや事業活動への影響といった様々な国内外の動向

を記載させていただいております。 

次に 10 ページ目以降は、県の廃棄物処理の現状ということで、一般廃棄物と
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産業廃棄物を順次記載しております。最初に一般廃棄物のごみの排出量を書い

ております。グラフを見ていただいてわかるとおり、少しずつの減少となって

おります。次に 12 ページがごみの資源化等、13 ページに再生利用率の推移、

14 ページに容器包装リサイクル法に基づく分別収集の実施状況、15 ページに最

終処分量の記載があり、本県では、県内での処分と県外での処分が半分くらい

ずつと記載しております。次に市町村におけるごみ処理費等の状況、ごみの不

法投棄等がそれぞれ 17 ページ、18 ページにございます。19 ページが一般廃棄

物処理施設等の整備状況ということで、これらの資料をもとにして、施策の方

で広域化・集約化の資料とさせていただいております。21 ページに災害廃棄物

対策ということで、令和２年７月末現在、県内 25 市町村で災害廃棄物処理計画

を策定しております、と記載させていただきました。最後に、し尿処理に触れ

ております。し尿処理施設についても老朽化が進んでいるというような問題が

あるかと考えております。次に 24 ページ以降、産業廃棄物について記載してお

ります。排出量は、平成 27 年度以降は減少傾向、処理・処分状況は、再生利用

率は近年横ばいの状況です。29 ページに適正処理の推進ということで、不法投

棄の状況、残存量等の問題点を掲げております。31 ページに PCB を記載させて

いただきました。PCB の方は、御存知のとおり、特措法によりまして、処理期限

が限られている状況もございますので、県としても重要な課題の一つとして認

識しております。こちらの方も、まだまだ片付けなければならないものが残っ

ているという状況と認識しております。34 ページには産業廃棄物処理施設の整

備状況として、中間処理施設と最終処分場の数がございます。産業廃棄物の最

終処分場においては、残余年数はおおむね 18.1 年となっております。次に 35、

37 ページにバイオマスの状況が書いております。平成 30 年度における県内の

バイオマスの発生量は約 556 万トンであり、そのうちの約 78％に当たる約 432

万トンが利用されておりますと記載させていただいております。 

次に 38 ページに、今、現在進んでおります第９次の処理計画の計画目標の進

捗状況を表３－３－１にまとめて記載させていただきました。一般廃棄物にお

いては、排出量、一人１日当たりの家庭系ごみ排出量、再生利用率、最終処分

量ともに目標の達成は、厳しい状況であると認識しております。また、「△」に

ついては、新型コロナウイルス感染症における生活様式の変化がみられたこと

により、今後増加することが予想されることから、現時点で目標達成の見込み

を判断することが難しいものに「△」とさせていただきました。２か所の「×」

については、今後いかなる状況を加味しても目標達成は難しいものでございま

す。産業廃棄物につきましては、既に再生利用率を除く、排出量と最終処分量

は、令和２年度の目標を 30 年度の実績値で達成している状況です。 

これらの状況を受けまして、40 から 43 ページに県が取り組むべき課題とし
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て 10 個の課題を整理させていただきました。1番目に県民、事業者と連携した

３Rの推進ということで、色付けした囲いの右側に展開する施策がございます。

２番目に食品ロスの削減の推進、ピンク色の囲いは重点的に取り組むべき課題

として整理しております。41 ページには、プラスチック等資源の循環利用、こ

ちらも重要な施策と考えております。４番目に持続可能な適正処理の確保、５

番目高齢化社会への対応、６番目不法投棄の未然防止、７番目の課題として PCB

廃棄物の適正処理の推進、こちらは先ほど説明申し上げたとおり、処理期限が

あるものですので重要な課題として位置づけをさせていただきました。43 ペー

ジに、８番目廃棄物エネルギーの活用推進、９番目ごみ処理広域化・ごみ処理

施設集約化の推進、10 番目災害廃棄物処理体制の強化ということでございます。

10 個のうち５つについては、社会の動向、それから千葉県の状況、期限がある

ものなどの観点から、新しい取組が必要というものについて重要な課題として

５つ抽出させていただきました。 

44 ページ以降はこれらの課題に対応するために県がどのような施策を展開

していかなければいけないのかということを、まとめて書かせていただきまし

た。まず、44 ページに本計画の基本方針として、みんなでつくる持続可能な循

環型社会への対応、多様化する新たな課題への対応、県民の安全・安心の確保

に向けた体制強化ということで、スローガン的に３つの方針を掲げております。

これらの基本方針のもとに 45 ページに計画目標として数値目標を掲げてござ

います。上段に一般廃棄物、下段に産業廃棄物ということで、目標値を１ペー

ジにまとめて載せております。基本的な考え方としては、国の第４次循環型社

会形成推進基本計画で示されていた数値をそのまま充てるか、あるいは県単位

に割り戻しして決めてございます。一般廃棄物につきましては、国の基本計画

で示された数値を県のレベルに落とし込む形で第 10 次計画の目標値として、例

えば排出量であれば 183 万トン以下、今の現状の予測値では、令和７年度で 198

万トンとなっておりますので、かなり頑張りが必要になります。一人１日当た

りの家庭系ごみの排出量について 440g、今まで再生利用率という言葉で示され

ていたものが、出口側の循環利用率に変更されまして、一般廃棄物では取り扱

いが変わっておりませんが、目標値は 30％と予測 22％と比べかなり厳しいもの

ではございますが、国の目標値に向かって県としても進んでいきたいと考えて

おります。最終処分量も 12 万トン以下となっております。第９次の計画の進捗

状況から予測値を算出しますと、それぞれに難しいところもございますが、こ

ういった課題を乗り越えていく施策の展開を目指していきたいと考えておりま

す。次に産業廃棄物は、排出量は既に実績値が国の目標を下回っておりますの

で、このまま順調に施策を展開した場合の令和７年度の予測値が 1690 万トンで

すので、これを目標値とさせていただいております。出口側の循環利用率につ
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いては国の目標値に準じております。算定方法は、今までの再生利用率と代わ

り、少し変更しております。30 年度の実績が 49.7％でしたので、３ポイント弱

頑張っていきたいと思います。最終処分量は、排出量と同じく国の目標値を既

に下回っておりますので、県の予測値を目標値に設定しております。46 ページ

以降から 52 ページまでは、考え方を詳しく記載しているものですので、説明を

省かせていただきます。 

53 ページ以降は本計画における展開する施策ということで、具体的な施策の

主な取組等を記載しております。こちらの方も順を追って全部説明すると時間

がかかりそうですので、まず、53 ページにありますとおり、３R の推進、適正

処理の推進、適正処理体制の整備、万全な災害廃棄物処理体制の構築というよ

うな４本の柱を作りまして、その中からそれぞれ施策を展開していきたいと考

えております。その施策の内容に応じて SDGｓのロゴマークを入れさせていた

だきました。まず 54 ページに、プラスチックごみの削減、ちばエコスタイルの

推進など、これまで行ってきた取組を継続していくということを書かせていた

だきました。次に少し飛んで、58 ページに食品ロスの削減ということで、食品

ロス推進計画の柱となるような施策の展開をまとめさせていただいております。

主な取組として、既に本県で展開されている「ちば食べきりエコスタイル」の

展開を書かせていただきました。次に、教育・学習の振興など国が示した基本

方針に沿った施策の展開を５つほど書かせていただきました。59 ページの一番

最後にこれらの施策を実行するために、各主体の相互連携の推進を図っていき

たいと考えております。食品ロスの削減につきましては、基本的には啓発・普

及を重点的に進めていきたいと考えております。少し多めにコラムをつけまし

て、現状行っている食品ロス削減に関するインスタグラムや食品ロスに関する

世論調査の結果、食品ロスの現状、61 ページに食品ロス量の推計ということで、

国が実施した食品ロスの推計値を書かせていただいております。次に、少し飛

びまして 65 ページの最後に循環産業の構築に向けた関係団体との連携の強化

というところに、特にプラスチック資源の分別・再生利用が進むように、プラ

スチック排出事業者やリサイクル業者、リサイクル製品を利用する事業者のマ

ッチングを支援していきますということで、プラスチックの記述についても少

し触れさせていただきました。また、プラスチック問題については、海洋プラ

スチックの方も触れさせていただいております。また、少し飛びまして 69 ペー

ジには、PCB 廃棄物の適正処理の推進ということで、たびたび申し上げました

ように期限までの適正処理の推進を書かせていただきました。次に 75 ページで

すが、本計画の中でも、重点課題の中でも、力を入れたところで、ごみ処理の

広域化及びごみ処理施設の集約化ということで、今現在各市町村の焼却炉につ

いて検討を重ね、どういったところが集約化の可能性があるのかを検討したも
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のです。76 ページの表６－２－１検討対象の市町村等の注釈に、「具体的には、

以下のいずれかに該当する市町村等以外を対象としました」と書いてあります

が、2010 年度以降に設置された施設を有している市町村等、要するにまだまだ

10 年以上稼働するというもの、あるいは、新設又は改良工事が予定されている

市町村を除いて、色分けをしたものが、76 ページの下の図６－２－１検討対象

の市町村等ということで、白い部分について、幾ばくかの広域化・集約化の検

討化の余地があるのではないかと考えております。これらの市町村については、

これから意見交換会などを実施して、県としてもごみの広域化や集約化の可能

性を検討をしていきたいと考えております。また、ごみ処理の広域化・集約化

の計画については、国の通知からは 10 年間を検討の対象期間としております。

本計画は５年間の計画ですので、本計画の見直しに合わせて、広域化・集約化

の計画も見直しを行っていきたいと考えております。次に、79 ページ以降、４

番目の柱として、万全な災害廃棄物処理体制の構築を掲げさせていただきまし

た。本県においては、昨年度の被災県としての経験や、そのほかのことを考慮

すると、廃棄物処理体制のほかにも災害廃棄物処理体制の構築は重要な観点で

あるということで、今回処理計画の中にも載せるという形をとらせていただき

ました。御存知のとおり、災害廃棄物処理計画自体は作っておりますが、それ

と並行した考え方を処理計画の中でも示させていただいております。平時から

の備えの強化として、一般廃棄物処理施設の強靭化、市町村における初動対応

力の強化、人材育成・確保、仮置場の検討、千葉県災害廃棄物処理計画の見直

し、関係団体との協定の見直し、広域処理体制の整備を図っていきたいと考え

ております。また、発災時の対応として、廃棄物処理支援、協力体制の構築を

図っていきたいと考えております。 

81 ページ以降は、計画の推進として、各主体の役割を記載させていただいて

おります。最後 83 ページに進行管理としてマネジメントサイクルを書かせてい

ただいております。こちらの方は５年間、これからどうやって施策を評価して

いくのかが重要なことだと考えております。なるべく数値化ができる方法を考

えていきたいと考えております。最後に 78 ページですが、資料２，３に排出事

業者と廃棄物処理業者から最終処分場の意見がございましたので、77 ページ 78

ページに公共関与の可能性の検討ということを触れさせていただきました。産

業廃棄物の再生利用や減量化の進展により最終処分量は減少傾向にありますが、

適正処理を確保する上で、最終処分場については今後も整備が必要となる施設

と県の方では認識しております。現在の残余容量からすぐにひっ迫するような

状況ではないと思われますが、今後も公的関与による施設整備の可能性につい

て、産業界の意見を聞きながら必要な検討を行いたいと考えております。この

ページの上の方に、千葉県内の状況として、富津市内に一般財団法人千葉県ま
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ちづくり公社が運営する公共関与の最終処分場があり、中小事業者が排出した

産業廃棄物等の埋立処分をしています、ということを記載させていただきまし

た。 

以上、早足で申し訳ございませんが、素案全般にわたりまして、概要の説明

を終了させていただきます。以上です。 

 

宮脇部会長 ありがとうございました。それでは事務局からの説明が終わりました

ので、ただいまの説明について御意見、御質問などをお願いいたします。いかが

でしょうか。計画全体で一括で説明いただいておりますので、順番でなくても結

構ですので、御質問、御意見などいただければと思います。 

 

岡山委員 ありがとうございました。SDGｓとの関係について、図示されてわかりや

すくなったと思います。冒頭に宮脇部会長からも、10 月の菅首相の所信表明で

「2050 年までに温室効果ガスを実質ゼロ」という非常に強い声明がありました。

これをもって、2030 年中の SDGｓの目標達成が非常に強く我々に責務としてか

かっている状況です。そのため、計画は５年間ですけれども、５年で更新、10年

と考えるときに、SDGｓとともに進めていかなければならない計画であると思っ

ております。その中で、今まで割とぼんやり考えていたのですが、かなり厳しく

例えばプラスチックなども求められていくものと思います。国の戦略など資料

にもありますが、今までは書いてあるだけと国全体ではありましたが、レジ袋有

料化で済まされる状態ではないと考える。その中で我々研究者も色々考えては

いるのですが、何を言いたいかと言いますと、SDGｓの対応の中で９番のイノベ

ーション、技術革新がすごく必要になるのではないかと感じております。廃棄物

には直接関係ないですが、例えば、ガス化溶融炉を持っている千葉市の JFE で

鉄を作るにあたっても 2030 年までに、もしかしたら石炭が一切使えなくなる可

能性もある。水素で還元する方法になるのですが、そういったドラスチックな技

術革新が必要になる時代になります。その中で、焼却炉は下手すれば助燃材を使

わないこともあり得るのではないかと思います。その中で、向こう５年間くらい

の間では適正処理であっても、処理体制であっても、大きな柱の１～３あたりに

は９番の技術革新というものが必要になるのではないかと考えており、もし加

えられるのであれば９番の技術革新を加えていただけたらどうかと思っており

ます。以上です。 

 

宮脇部会長 ありがとうございました。大事な視点だと思います。事務局からコメ

ントはありますか。 
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強口循環型社会推進課資源循環企画室長 先生の御意見を伺いまして、加える方向

で検討をしますが、どこに加えてよいのか即答できないので、御相談の上という

ことでお願いしたいと思います。 

 

石崎環境対策監 冒頭に国の動向がありますが、例えば７ページの（２）プラスチッ

ク資源循環戦略のところに、一部書いてありますが、３R＋Renewable が基本的な

考え方のものになります、ということがありますので、ここで触れるということ

と、一方で県としてどこまでできるかというと、具体的な施策まで非常に厳しい

ので、後半で一工夫をさせていただきたいと思います。具体的に何を加えられる

のかは、申し訳ございませんが、即答ができないです。 

 

岡山委員 私のイメージの中では、Renewable は国のプラスチック資源循環戦略では

技術のところはバイオマスプラスチックと生分解プラスチックであり、個人的に

はもういらないと思っている。用途によってはあってもいいですが、例えば、バ

イオマスであればサーマルリカバリの部分や集め方であるとか、それから、ペッ

トボトルのリサイクルを推進しようという時代ではなく、飲料容器そのものをど

うするか、ということを考えていかなければならない。そういう中で、県の仕事

ではなく、国全体で進めていく性格ではあるとは思いますけれども、一方で焼却

の技術は今後何らかの技術革新は必要であると思っております。また、リユース

ビンの今後の飲料容器の置き換えは、経済として向かっていかなければならない

ような時代となるので、そこには何らかのビジネスチャンスもある。ごみを出さ

ないという方向に規制をかけるとしても、それを進めることで、実は別のビジネ

スが進むと考えております。こういう動きを補足するために、県がどのような補

助をするのか、という考え方を、もし入れられたら、記載してもらいたい。 

 

宮脇部会長 ありがとうございました。やや難易度が高い宿題かもしれませんが、

記載は具体的なものを書くというよりは、そういう国の方針が決まってきている

ので、県としても今後調査検討を早急に進めていく、みたいな記述をするだけで

も、県の前向きな感じが伝わり、これに関わる方々が、これをやらなければなら

ないと、意識していくのが大事だと思います。具体的な施策まではいかなくても、

そのような記載が入っていればよろしいのではないかと思います。 

他に、いかがでしょうか。 

 

大川委員 大川です。岡山先生の方からもお話しがあったとおり、SDGｓを追加で、

第 10 次計画に入れていただき、前回の第９次計画よりも本当にわかりやすくな

ったと考えます。その中で、６ページの SDGｓの冒頭で、17 のゴールと 169 のタ
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ーゲットはそのとおりですが、SDGｓの 17 のゴールに関しては、なりたい姿、169

のターゲットに関しては、具体的な達成基準がうたっているかと思いますが、括

弧でゴールの後ろとターゲットの後ろに、なりたい姿、具体的な達成基準を入れ

た方がよいか御協議いただいたほうが、子供たちが読んだときにわかりやすいの

ではないかと考えました。その辺りを御協議いただきたいと思いまして、提案さ

せていただきます。以上です。 

 

宮脇部会長 ありがとうございます。 

 

岡山委員 SDGｓについては明確にゴールですので、なりたいということではなくて、

ならなくてはいけない、なるべきであるといった強い意志が国連から発せられて

おります。いまの追記は、少し SDGｓの解釈としては違うと思いますが、いかが

でしょうか。 

 

宮脇部会長 用語とか表現ですので、なるべく分かりやすい表現を使っていただく

ことと、正確性も、今おっしゃられたように、英語でいわゆるゴールは、かなり

厳しい目標になりますので、その辺りを取り込んでいただいて。今回、「分かり

やすく」は大事な観点ですので、その点と正確性を調整していただければと思い

ます。 

 

強口循環型社会推進課資源循環企画室長 事務局の方としても、大川委員の言われ

たように分かりやすい説明は必要だと思っております。もちろん、正しい説明も

必要だと思いますので、ここに記載するかはともかくとして、処理計画は、今日

お示した素案のあとに、資料編を作りますので、場合によっては、そちらの方で

SDGｓの説明を入れさせていただくことも検討させていただきたいと考えており

ます。 

 

宮脇部会長 ありがとうございます。今のページの下の方に解説がありますので、

その辺りで、うまく調整いただければと思います。その他いかがでしょうか。 

 

山下委員 山下です。御説明ありがとうございました。非常に構成とか、言葉選び

に御苦労されていると感じました。ちょっとしたミスだと思いますが、先日の骨

子と概要で若干異なるのが、４ページの図では、左側の矢印の具体化が「⇔」に

なっておりますが、骨子と概要では「⇒」になっておりますので御確認ください。

また、非常に御苦労が見られたところが、不法投棄のところです。29 ページは、

この書き方であれば解説のとおり皆さん納得していただけると思います。あと、
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40 ページの取り組むべき課題は、素案概要にも記載されており、骨子の方から

このような形に変えていただきましたが、この順番は何かあったのでしょうか。

また、取り組むべき課題と６．１の実際の施策体系で繋がっていない施策があり

ますが、繋げなくても大丈夫でしょうか。 

 

強口循環型社会推進課資源循環企画室長 県が取り組むべき課題と展開する施策

を順序よく並べることができなかったので、それぞれの課題の後ろに展開する

施策を書かせていただきました。順番の重要性ですとか、考慮するべきことは

ありますが、なるべく施策の展開の頭の方から並べるように課題を並べ替えて

いるつもりです。 

 

山下委員 そこは御苦労されたと想像させていただきます。ありがとうございま

す。あとは、施策と繋がっていなかった、例えば２－１、２－３、２－４、２

－５、３－５などは課題とは繋がってはおりません。どうしても繋げて、とい

う訳ではありませんが、県の方で御認識いただければと思います。 

 

宮脇部会長 ありがとうございました。見やすさとか検討していただければと思い

ます。 

 

強口循環型社会推進課資源循環企画室長 再度検討させていただきます。 

 

宮脇部会長 課題については、大きな課題は、このように記載していますが、既存

の長期的な課題は直接書き込んでいない、ということだと思います。 

ありがとうございます。その他いかがでしょうか。 

   香村委員から、38 ページの再生利用率が「×」という表現はどうかとのコメ

ントがありました。県としては「×」とのことですが、委員の皆様はよろしいで

しょうか。数値上、比較的近いけれども目標を達成していないのは「△」という

形、再生利用率は 30％の目標に対して、22％で大きく差があるから「×」とし

ておりますが、よろしいでしょうか。 

 

全委員 はい。 

 

宮脇部会長 その他、いかがでしょうか。 

 

桑波田委員 桑波田です。県民の視点で見たときに、とても分かりやすく作ってく

ださったと思っております。感想ですが、49 ページに県民一人１日当たり 67ｇ
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減らすのに具体的にどのように減らしたらよいのかが書いてありました。67ｇ

減らすのは結構大きなことだと思います。その中で、最近レジ袋の削減を展開し

ているとは思いますが、紙ごみやプラスチックのごみ分別がまだできていない

ようで、14 ページを見ると市町村が容器包装リサイクル法に基づいて分別収集

を行っていると思いますが、その中でプラスチックの分別がなかなか進んでい

ないと思いました。千葉市に住んでおりますが、紙ごみの分別はかなり進んでい

るけれども、私たちの意識とともに、県の施策ですので、市町村におけるプラス

チック削減の推進、取組を旗振りしていただきたいと思ったのが一つと、事業者

がおっしゃっている太陽光パネルの廃棄については、今、脱炭素に向けて国は進

めておりますが、太陽光パネルは大きな課題で、かなり前に県の方で産業廃棄物

について考える話合いがあった際に、これからは太陽光パネルの処理が課題に

なると記憶に残っております。災害で出てくる太陽光パネルもあるとは思いま

すが、廃棄になる太陽光パネルは、73 ページに国に要望していくとありました

ので、岡山委員がおっしゃった技術革新と合わされていくと思います。５年、10

年と厳しい課題となると思いますので、国に提言される場合に、推し進めていた

だければと思います。以上です。 

 

宮脇部会長 ありがとうございました。非常に重要なところで、プラスチック関係

と太陽光パネルの話は、県でも困っている現状があるのではないかと思います。

事務局からコメントとかありますか。 

 

強口循環型社会推進課資源循環企画室長 ２点御意見を頂戴いたしました。プラス

チックの関係は、国の方から一括回収の方針が示されているところですが、そう

いった動向を踏まえ、各市町村に適切な情報を流しながら、うまくリードしてい

きたいと考えております。それから太陽光パネルの適正処理については、73 ペ

ージのとおり、主な取組として盛り込ませていただきました。現状では、太陽光

発電の導入拡大に伴い、将来的に太陽光パネルが大量に排出されることが懸念

されます。また、鉛などの有害物質を含有している可能性があることに留意し、

適切に処理されることが必要です、とコメントさせていただきました。また、使

用済みとなったパネルのリユース、リサイクル及び適正な処分について、円滑に

実施するための技術や仕組みなどを早期に確立するよう、国に対して要望する

とともに、県としても、関係者や先行事例等から情報を収集し、必要な対応につ

いて検討していきます、と記載しているとおりで、県として取組の一つとして認

識しております。 

 

宮脇部会長 ありがとうございます。その他いかがでしょうか。 
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次期計画の数値目標についても、ハードルが非常に高い数値が設定されており

ますが、委員の方々から御意見はありますか。先ほどのコラムでも、67ｇ減らそ

うと分かりやすくお示しされておりますが、果たして１日でティッシュの空き箱

やトイレットペーパーの芯が発生するわけではないので、これを見るとかなりハ

ードルが高いことが分かりますが、そういう意味では、良い目標ではないかと思

います。しっかりと国の目標に沿って千葉県の方針の数値が出ておりますので。

この辺りもよろしいでしょうか。 

 

岡山委員 ありがとうございます。49 ページの 67ｇの図は、この世界に入って 25

年間ぐらい変わらない感じがしています。この計画では、食品ロスの削減を重

要なものとして入れているのであれば、食品ロス一人あたり 132ｇと言われて

いるのですから、余計な買い物はしない、食べ物はすべて食べ切る、というイ

メージで全体で 100g 減りますので、そういったものを入れたらどうでしょう

か。 

 

宮脇部会長 ありがとうございます。余白がありますので、数行入れていただける

とよろしいかと思います。御検討いただければと思います。その他、いかがで

しょうか。 

数値目標は厳しめですけれども、目標値に向かっていくということで。それ

から、指標の名前が出口側の循環利用率に変わると説明に書いてはありますが、

第４次循環型社会形成推進計画の表現に揃えた、ということなので、なぜ変え

たのが分かるようにしていただければと思います。 

   また、前回と大きく変えているところで広域化のところで先ほどお話があり

ましたが、環境省がダイオキシン対策に関連して平成９年に広域化計画の通知

を出したのですが、今回、また新たに国からお願いのようなものが来て、それ

に対して県で対処されたとの御紹介がありました。一般廃棄物、公共だけでは

なく民間も含めて、広げていただければと思います。その他いかがでしょうか。 

 

岡山委員 食品ロスについて 59 ページのコラムのインスタグラムです。内容を見

たわけではありませんが、先ほど食品ロスの発生抑制をするだけで減ります、

とお伝えしましたが、多くの計画においては、どのようにして食品ロスを減ら

せるかというコラムや情報が極めて少ないのが現状だと思っております。どこ

かに加えられるのであれば、家庭から出ている食品ロスの調査をしていると、

賞味期限と消費期限を混同しているというか、賞味期限が来たら捨ててしまう

場合が非常に多いです。期限表示について、賞味期限は作り立ての美味しさが

保持されている期限であり食べられなくなる期限ではない、というアナウンス
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が重要です。また、野菜などの素材などは、途中まで使った後に使い残すのが

非常に多い。これは、正しい保存方法やダイコン１本を例えば４つのレシピで

使うこと、リメイクと言われている料理１回作って次の日に違う料理に変えて

いくようなこと等により、食べ残しを減らしていくことが非常に有効であると

思っております。そういう情報が少なくて、多くはダイコンの皮のきんぴらみ

たいなレシピが出ていますが、これは全く関係なく、食べたくないところを食

べろと言っているのは、食品ロス削減ではない。そこを分かりやすく説明でき

るのであれば、説明されたほうが親切だと思います。 

 

宮脇部会長 ありがとうございます。 

 

強口循環型社会推進課資源循環企画室長 ただいまの御意見につきましては、食品

ロスのコラムをいくつか用意したのですが、そのメニューに加えるなり、変え

るなり検討したいと思います。 

 

横山循環型社会推進課長 先生がおっしゃられた内容は、インスタグラムでも結構

出させていただいております。 

 

宮脇部会長 ありがとうございます。キーワードを追加していただければと思いま

す。 

 

岡山委員 意識調査のこともあるのですが、私が行っている意識調査では、食品ロ

スについて「聞いたことがあるか、ないか」だと、聞いたことがある人が多い

ですが、自分が捨てている食べ物について、まったく気にしていない人が大半

でした。つまり、食品を捨てる方々は、捨てることで良心が痛まないし、もっ

たいない、とは思ってはない。そういう方々に減らせと言っても難しく、どう

やって行動に結びつけようかと考えると、一つは食べ切ることで家計に優しく

なることを追加してあげるのも一案だと思います。 

 

宮脇部会長 ありがとうございます。その他いかがでしょうか。 

 

桑波田委員 これに付随したことですが、食品ロスとか「ちばエコスタイル」を知

らない人が多いことがよくないと思います。課長からインスタグラムを始めて

いますとありましたが、やはり広報力、広報の仕方をどのようにアピールする

のかだと思います。それぞれ NPO や企業、県民の私たちに食品ロスを頑張って

いるということを知ってもらう。インスタグラムは今風でいいと思いますが、
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広報力だと思います。私も、エコメッセで一緒に関わって、食エコのレシピを

PR してきましたが、まだまだ足りていないと感じています。広報の在り方を上

手に PR できるアイデアがあればよいと思いました。確かに県は、計画など作

ってはいるのですが、なかなかキャッチーが弱いので、キャッチーの在り方、

と考えてもらえればと思います。市町村に行ったらパンフレットは置いてあり

ますが、それだけではもったいないと思いました。 

 

宮脇部会長 ありがとうございます。大変、大事な観点だと思います。県が一生懸

命、最先端で進めても、県内の市町村がすべてできるかというのも大きな問題

だと思います。昔ながらのパンフレットが市役所に置いてあるだけの自治体も

ないとは限らないとは思います。ありがとうございました。 

その他いかがでしょうか。 

よろしいようであれば、この辺りで議題については、終了させていただきた

いと思います。かなり多くの御意見をいただいておりますので、県の方で対応

していただければと思います。よろしくお願いいたします。大事なキーワード

が挙がっておりましたので、対応をお願いいたします。 

追加で御意見がありましたら、12 月 25 日金曜日まで事務局まで御連絡くだ

さい、とのことです。 

それでは、事務局から今後の進め方の説明をお願いいたします。 

 

強口循環型社会推進課資源循環企画室長 それでは、事務局から説明いたします。

本日の御意見を踏まえ上でパブリックコメント案を事務局で作成させていた

だきます。その後、部会長の御確認をいただいた上で、パブリックコメントの

手続きを進めてまいりたいと考えておりますがいかがでしょうか。 

  （意見なし） 

それでは、部会長と協議の上、パブリックコメントをさせていただきたいと

考えております。お手元に資料５として、今後のスケジュールを配付してござ

いますが、本日の審議を受けてパブコメを１月から２月の間に予定しておりま

す。さらに、パブリックコメントで寄せられた意見を踏まえた上で、事務局と

して最終案を３月９日に予定されております、第３回環境審議会に諮らせてい

ただきます。 

以上でございます。 

 

宮脇部会長 これで、本日の部会を終了させていただきます。ありがとうございま

した。 
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司会 長時間の御審議、ありがとうございました。 

次回の開催日程ですが、事前に御案内を差し上げたとおり、３月９日（火）

に開催する予定です。 

時間や会場につきましては、後日、委員の皆様と調整の上で決定させていた

だきますので、よろしくお願いいたします。 

それでは、以上をもちまして、千葉県環境審議会廃棄物・リサイクル部会を

終了いたします。 

長時間にわたり、御審議くださいまして、ありがとうございました。 


