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１ はじめに 
（1）循環型社会推進会議は「ごみ処理基本計画」の施行にあたり、「計画の実効性

を高め、循環型社会の形成に資する。」ことを目的として設置されたものです。 
（2）循環型社会推進会議は平成 16 年度にスタートし、6 年余経ちました。この間

さまざまな取り組みをし、成果をあげてまいりました。しかし、1 期 2 年の委員

任期の中で、メンバーの認識、行動（取組）でいろいろと違いが感じられるよう

に思われます。 
（3）改めて、推進会議の活動の原点・基本事項について委員メンバーの認識の共有

化を計ることを目的として当プロジェクト「循環型社会推進とは」を立ち上げま

した。このプロジェクトに参加したメンバーは、自らの意志で自主的に参加した

ものです。 
 
２ 取り組んだこと 
（1）平成 22 年 9 月プロジェクトの立ち上げ。 

プロジェクト企画書 （資料 NO.1） 
（2）学習会開催とその企画。人間環境大学吉野敏行教授に講演を依頼。 
（3）吉野教授にお願いと打ち合わせ。 
（4）平成 22 年 11 月 30 日学習会の開催。 
   質疑応答 （資料 NO.2-1） 
 （ｲ）委員事務局員外 45 名参加 
 （ﾛ）参加された方々にアンケート （資料 NO.2-2） 
   アンケート集計（回答 28 名） （資料 NO.2-3） 
 （ﾊ）アンケートでさらに質問されたことについて、後日、吉野先生に回答をいた

だきました。その内容は別添資料（NO.2-1）学習会の記録にあります。 
 （ﾆ）講演会資料は吉野教授の了解のもとに別添資料に掲載 （資料 NO.5） 
（5）我が国の循環型社会形成推進に関する法体系等について環境省の資料を整理し

ました。別添資料参照                  （資料 NO.3） 
（6）二市一町及び、組合の取り組みについては、基本計画において明確にしており

ます。関係する部分を別添資料にまとめました。      （資料 NO.4） 
（７）平成 23 年 3 月 14 日循環型社会のプロジェクトを開催し、まとめと報告書の

検討をしました。 
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３ まとめ 
（１）講演会に参加された方々のアンケートから、有意義な学習会が出来たと考え

ております。しかし、時間が少なく質疑応答が十分出来なかったのは残念であり

今後の参考にしたいと思います。 
  アンケートで質問された事については、吉野先生に後日お答を頂きました。 
  （資料 NO.2-1 の学習会記録追加質問参照） 
（２）国（環境省）が循環型社会推進に関して考えていることの趣旨、法律の概要、

関連する法体系について理解が出来ました。 
（３）私たちの二市一町（組合を含む）の取り組みや施策について、先進自治体と

比べて相対的にみて遅れているように思えます。 
   従って、今後さらなる学習と話し合いをしていくことが大切に思われます。 
（４）当プロジェクトとしても、平成 23 年度の取り組み課題を明確にして、継続し

たいと思います。 
 
以上のとおり報告します。 

平成 23 年 8 月 
 
循環型社会推進会議 
代表幹事 服部富久美 殿 
 

「循環型社会推進とは」プロジェクト 
プロジェクトリーダー 杉島重男  

担当幹事 松原八壽雄 
委員   服部富久美 

                               谷口龍夫 
                               酒井秀隆 
                          事務局  横山光義 
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                   資料 NO.1 
 

申告日 平成 22 年 9 月  

プロジェクト企画書                        申告者名 杉島 重男  

     

A：プロジェクト番号：03 

B：プロジェクト名：「循環型社会推進とは」の勉強 

C：テーマ選定の背景： 

C1.循環型社会推進会議は、「基本計画の施行に当たり、計画の実効性を高め、循環型社会の

形成に資する」ことを目的として設置されております。 

C2.また、基本計画においては、「住民・事業者・行政の三者協働」を基本方針としておりま

す。 

C3.推進会議の現状を鑑み、これまでの 6 年間の推進会議活動の実績を踏まえ、今後を展望

し、活動の原点・基本事項について確認・共有化することが大切であると考える。 

D.目的・ねらい： 

D1. 推進会議の活動の原点・基本事項について、推進会議メンバーの認識の共有化をはかる。

E：活動内容（目的達成のための方法、手段）： 

E1.外部講師を招いて勉強会を開催する。11 月 30 日（火）開催 

①吉野敏行氏／人間環境大学人間環境学部教授／埼玉県県庁にて行政職を経験 

  ②内容は、 

a.「リサイクル法の生い立ちは」 

b.「経済から環境問題を捉えると」 

c.「諸外国の事情は」 

 

E2.勉強会の後の活動 

 

F：成果（活動を評価する尺度、成果品、目標値など）： 

F1. 推進会議メンバー各人が保有する推進会議活動の原点・基本事項について認識に関し

て、推進会議メンバー相互が、共有点と相違点を認識し、その内容の相互理解に努力し

ている。 

F2.この結果として、組織としての活動がなされ、推進会議が担っている使命を全うしてい

る 

 

 

G：体制 

  G1．リーダー：杉島重男 

  G2．メンバー：服部富久美、松原八壽雄、酒井秀隆、谷口龍夫、横山光義 

 

G3．担当幹事：松原八壽雄 

H：予算 

  講師謝礼 １４，６００円 ＋２，１２０円（交通費） 

I:活動期間・ﾏｽﾀｰｽｹｼﾞｭｰﾙ・進度管理ﾎﾟｲﾝﾄ 

年度内 

 



      資料 NO.2-1 
 

「循環型社会の推進について」学習会記録 
  日時 平成 22 年 11 月 30 日（火） 

                         午後 7 時～9 時 
場所 晴丘センター 研修室 

                       文責 横山 光義 
講演 
１司会者（松原） 
 循環型社会推進会議の説明と代表幹事の挨拶の後に吉野教授の経歴紹介 
 
２代表幹事（江尻）の挨拶 
 集まっていただいた方と吉野先生に講演していただくことへ感謝いたします。推進

会議は二市一町のごみ処理基本計画の進行管理を行っていて、住民と事業者と行政が

三位一体となってごみの問題に取り組んでいます。興味のある方は参加して下さい。

また、皆様のご協力をいただいて進めて参りたいと思っています。 
 
３講演会 
 資料参照（資料 NO.5） 
 全国のごみ排出量や資源化率に尾張東部衛生組合の立ち位置が示されていた。 
 
４質疑応答（☆：質問 ★：回答） 
 １）竹内  
☆P54（資料 5）のサーマルリサイクルで、800t 規模の焼却炉でないと発電効率が

悪いと環境省の座談会で発表がありましたが、先生のご見解は？ 
    ★熱回収は必要なことだと思います。ただ、資源の循環的利用の優先順位が再使用、

再生利用、熱回収の順番であるように、最後の手段であって、最初から発電を最優

先した炉の建設は本末転倒です。ある市では発電を最優先の目的に大型の焼却炉を

作ったのですが、ごみが足らず、ごみを確保するためにリサイクルに熱心ではない

自治体があります。国の方針は広域処理を前提に大型炉による高効率発電を行って

下さいと言っています。すべての自治体が大きな焼却炉を作る事は、資金的にもご

み量からも困難です。今後、リサイクル等の進展にともなって焼却ごみ量は減少し

てくるでしょうから、焼却炉は集約されて、全国の数は減っていくと思われます。 
 ☆ペットボトルは再生して製品になっていると思っていましたが、週刊誌等を読むと、

外国に行ってしまっています。このような現状について先生のお考えは？ 
    ★回収されたペットボトルの約半数は中国を中心にアジアへ流れていますが、中国も

お金を出して買っているのでリサイクルは行われていると言っていいでしょう。た

だ、中国が買ってくれるから海外輸出がいいとは思いません。国内のリサイクル業

者がないがしろにされ、経営的に困難になっている実情があります。基本は国内で
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のリサイクルが優先されるべきだと思っています。 
  

２）市民の方  
☆資源循環は行政が行うものと一般市民は思っていますが、コストが一番安いのはボ

ランティアです。しかし、このボランティアに対する支援が非常に少ないと思いま

す。高齢化社会に向けて、資源循環をボランティアで行うという意見や事例は学会

で話題となっていますか？ 
★実際にリサイクルに携わっている NGO やボランティアをされる方はたくさんいます。 
☆リサイクルをボランティアで行ったら費用が安くなるので、その安くなった費用をボ

ランティアに還元するという事例はあるのでしょうか？ 
★私の知る範囲ではないですね。ごみの減量に報いる方法はあるのかということですか。 
☆尾張旭では保育園の生ごみの堆肥化を行っていますが、ガソリン代などの費用が出て

きません。機材の購入でも 50%の補助しかありません。費用が安くなっているのだか

ら、リターンもあっていいのではないかと考えています。先生のお考えは？ 
★ボランティアは大事な活動だと思っています。しかし、個人の犠牲や奉仕の上に立っ

たリサイクルは、初期はいいかもしれませんが、長期的に継続していくことは困難と

考えます。リサイクル費用は環境コストであるという認識を持つことが必要です。そ

れを誰が負担するのかといえば拡大生産者責任という考え方が重要です。具体的に言

うと、従来は市町村が税金を使って使用済み製品の収集・処理コストを負担してきま

したが、これを製品の生産者に負担させるということです。現在の容器包装リサイク

ル法では、再生コストは生産者負担となっていますが、分別収集コストは市町村の負

担となっています。この分別収集費用部分も製品を作った会社に負担させるというこ

とです。そのことによって生産者はコスト削減に努力することでしょう。ただ、回収

コストの一部は製品の価格に跳ね返って消費者が負担することになります。これまで

のように税金で行うと不公平が生じます。消費者が一部を負担することは当然その製

品を使用することで恩恵を被っているからです。リサイクルに係る費用を製品価格に

反映させることによって生産者に発生抑制やリサイクルしやすい製品づくり、さらに

はコスト削減の動機づけになります。拡大生産者責任はいい考えだと思います。税金

で行っている分別収集費用を生産者に支払わせる仕組みをつくるのです。 
 
３）江尻  
☆P52 容器包装リサイクルの望ましい方向で、分別収集費用を標準化するとありますが

市町村でどのくらいばらつきがあるのですか？ 
★ペットボトルのアンケートで 60 円～350 円/kg と非常にばらつきがあります。加重平

均でおよそ 135 円/kg ぐらいです。 
☆そのばらつきは収集方法に問題があるのですか？ 
★収集方法ではなくコストについての意識や考え方の違いによるところが大きいので

す。例えば、競争入札をせずに、ある特定業者に長期間委託してきたので今回もこれ

くらいの委託金額でいいのではと安易に契約している場合があります。また、コスト
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の対象をどこまで入れるか（人件費など）自治体によって相当ばらつきがあります。

民間の損益計算書のようなものが役所にはないことが多いようです。 
  大量に集めれば単位当たりのコストは下がるのが普通です。収集量とコストとの間に

相関性がないなど役所のコスト意識が低いことが指摘されます。 
☆標準化に関して国や学者から提案はありませんか？ 
★どこかで国に対して標準化についての提案がなされるべきだと思います。以前、容器

包装リサイクル法に関する国の審議会において、市町村の分別収集費用を特定事業者

に負担させるべきという意見がありましたが、特定事業者から市町村によって分別収

集費用がバラバラで、そのような非効率な費用にお金は出せないと反対された経緯が

あります。 
司会者 私どもも容器包装プラごみの収集・中間処理費用が自治体の大きな負担となっ

ていると理解しています。 
 
４）杉島  
☆P5 の資料の全国の排出量に民間業者が回収している（新聞社が新聞を集めたり、ス

ーパーが白色トレイを回収したり）数量は入っているのでしょうか？ 
★P5 の総排出量は自治体が収集した量（委託による収集量を含む）と、清掃工場への

持ち込み量と集団回収量の三つしか入っていません。自治体が店頭回収などを委託し

ている場合にはその量が入っています。スーパーやコンビニなどがサービスで回収し

ている場合にはその数値は入っていません。ただし、それが業者によって清掃工場に

持ち込まれる場合もあるのでグレーです。 
 
＜追加質問＞ 

①循環型社会を推進する意義と目的を教えて下さい。 

2000年に制定された「循環型社会形成推進基本法」では、循環型社会の目的は、発生抑制

や循環的利用によって「資源の消費量を抑制し、環境負荷の低減を図る」と述べています。20世

紀の大量生産・大量消費・大量廃棄の一方通行型社会は、一方で資源の枯渇問題を、他方で

環境問題を引き起こしてきました。その反省に立って、モノの流れを循環型にすることによって、

資源の過度な浪費と排出による環境汚染等を防止しようというものです。これは人類社会の持続

性を高め、現在世代だけでなく将来世代のためにも必要な社会経済構造の変革の一つであると

考えています。 

 

②循環型社会を推進するにあたり三位一体の活動を進めるとなっていますが、そのなかで行政

の役割をどのように考えておられますか。 

  「行政」をここでは身近な市町村と考えた場合、その基本的な役割は、まず、ごみの適正かつ

効率的な収集と処理を行うこと、第２に、地域住民にごみの発生抑制や分別排出などの環境意

識を高める啓発・普及活動を行うこと、第３に、地域の特性を活かした将来の循環型社会のあり

方を市民・事業者・行政が共に考え、創出していくためのコーディネートを行うことであると考えま

す。 
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５まとめの挨拶（プロジェクトリーダー杉島） 

     遅くまでご苦労様でした。この勉強会を開催しましたのは、平成 16 年から推進会

議を行ってきましたが、委員によって「循環型社会とは」の認識に大きな隔たりが生

じてきた様に思いました。そこで、あらためて「循環型社会推進とはどういうことか」

を勉強しようと考えて開催いたしました。この地方は自然科学（工学）の分野で活躍

されている先生は多数おみえになりますが、社会科学の分野で研究されている先生は

少ない状況にあります。そのなかで、吉野先生に巡り合いました。そこでお忙しいと

ころをおいで頂き、今日の講演会を開催させて頂きました。先生ありがとうございま

した。厚く御礼申し上げます。 
   この勉強をした中で、この地方の「ごみの量を減らす」とか「資源化をする」こと

に二市一町は低いレベルにはいないことがよく分かりました。さらに一層この努力を

行っていかなければならないと思います。 
   今後、検討が始まる新焼却炉の建設とそれに伴う広域化について本当に市民にと

っていいことなのか、ごみがますます減っていくなかで、ごみの運搬経費など、しっ

かり検討していかなければなりません。この論議が始まるなかで今日の講演会を参考

にしたいと思います。 
また、コスト分析（ごみのバランスシート）もこれからの課題として今日ご参加さ

れている行政の方や議員の方と一緒に取り組んでいかなければいけないと思います。 
  ごみ処理にもっと「高齢者の方々の活用を考えたらどうか」という意見が出され

ましたが、議員の方々にあらゆる機会にこの話題を提供して頂いて、議論の輪を拡げ

ていただきたいものであります。 
  まだまだ話し合いたいのですが時間がないので、この辺で今日の学習会のまとめ

と致します。どうもありがとうございました。 



資料 NO.2-2 

アンケート ～環境セミナーに参加して～ 

（該当する項目を丸で囲む、又はご記入ください。） 
問１ あなたご自身について、お尋ねします。 

① 性別  男 女 

② 年齢  20 歳代  30 歳代  40 歳代  50 歳代  60 歳代  70 歳以上 

③ お住まい （                ）  市 ・ 町 

 

問２ あなたは、この催しを何でお知りになりましたか？ 

ちらし  新聞  TV・ﾗｼﾞｵ  知人  所属組織  その他（              ） 

 

問３ セミナーに参加した感想はいかがでしたか？ 

大変よかった   よかった   どちらでもない   あまりよくなかった   期待はずれ 

 

問４ 「自然地球の循環」、「LCA（ﾗｲﾌｻｲｸﾙｱｾｽﾒﾝﾄ）」について理解することができましたか？ 

理解できた   大体理解できた   半分くらい理解できた   あまり理解できなかった  ほとんどわからなかった 

 

問５ 本日のセミナーで、印象に残った部分がありましたらご記入ください。 

 

 

 

問６ セミナーを企画した「循環型社会推進会議」について 

① あなたは「循環型社会推進会議」の活動に参加したいと思いますか？ 

・ 参加して一緒に活動してもよい。 

・ 推進会議の活動内容を知りたい。 

・ 行事だけなら参加してもよい。 

・ 興味がない。 

 

② 「循環型社会推進会議」に対する、ご意見、アドバイスなどあれば、お聞かせください。 

 

 

 

問７ 環境問題について思っていることやご意見があれば、ご自由にお書きください。 

 

 

 

今後、環境セミナーを企画した際、案内を希望される方は、住所、氏名をご記入ください。 

 

住所                                                       

 

氏名                                    

ご協力ありがとうございました。 

８ 



資料NO.2-3

吉野教授学習会アンケート集計（２２．１１．３０）  参加者４５名 回答　２８

問１

①性別 男　　２４(85.8%) 女　２(7.1%) 無記入　２(7.1%)

②年齢 30代　１(3.6%) 40代　４(14.3%) 50代　９(32.1%) 60代　１０(35.7%) 70代　４(14.3%)

③住所 瀬戸市　９(32.1%) 尾張旭　１２(42.9%) 長久手町　５(17.9%) 名古屋市　１(3.6%) 無記入　１(3.6%)

問２ 何で知ったか

ちらし　４(13.8%)　　知人　９(31%)　　所属組織　１６(55.2%) 複数回答　１

問３ 感想は

大変よかった　６(21.4%) 　　 よかった　１４(50%)　　　どちらでもない　４(14.3%)　　　　無記名　４(14.3%)

問４ 理解できましたか

理解できた　４(14.3%)　　　大体理解できた　１１(39.3%)　　半分理解できた　８(28.6%)　　　無記名　　５(17.9%)

問５ 印象に残った部分は

・やはり容リ法は不完全法だ。国民からのNO表示が大切。良法が必要（企業べったりの政党政治？）

・混ぜればごみ 分ければ資源・混ぜればごみ。分ければ資源。

・リサイクル

・法的な裏付けが理解できた。

・コモンズの復権（現実可能はどうかも含めて、掘り下げた意見が欲しかった。）

・7分別以上に減量効果の差がほとんどない。拡大生産者責任

・拡大生産者責任の原則理解が深まった。

・拡大生産者責任に立ち戻るという考え方は私も賛成です。

・容り法についての話をもっと聞きたいと思った。（問題点等）

　生産者責任の原則に立ち戻るイコール消費者の生活見直しにつながっていくと思う。

・熱回収について、効率はよくないものの、最後の手段として焼却されている。　ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙのﾘｻｲｸﾙが国内循環

　だけかと思っていたが、中国や東南アジアへ行っていることは初めて知りました。

・循環型基本に乗っ取ってやれば、持続可能な社会が続く。

・P54循環型社会形成の基本原則

・消費者の責任。無駄な買い物をしない。大切に使う。→もったいない精神→不況の時代だからできる。

・文明とゴミ、人間とゴミ、もっと文化としてのゴミの問題を考えたい。

・全体的な事は理解できましたが、具体的な事ももう少し聞きたかった。

・ドイツ、フランス等と先進国との比較、進捗状況を具体的に提示されて居り、理解度を深める事が出来た。

・ドイツ、フランスのシステムと日本の比較

･ｸﾞﾘｰﾝｺﾝｼｭｰﾏになろう。混ぜればゴミ、分ければ資源。ドイツのように小さい頃からの教育が非常に大切

　と思います。

・最終処分場の残余容量最終処分場の残余容量

・消費のあり方を考える。資源を大切に

9



問６ 推進会議について

①推進会議に参加したいと思いますか。

参加して活動する。　１(3.6%)　　活動内容を知りたい。　１(3.6%)　　行事だけなら参加　１０(35.7%)

②ご意見、アドバイスは

・市民、事業者、行政の協力をもっと進めるべき。

・ゴミの循環も大事、だが、ゴミを出さない工夫をどう考えるかが大事だと思う。余分な物を買わないよう

　推進したらどうか。

・初めて知人の紹介で参加しましたが、一般社会、地域の人達にもっとPRする必要があります。

・このような勉強会をどんどんやってほしい。

・市民に循環型社会の重要性を理解する教育的な事業を行って欲しい。

・ゴミの問題としてバランスシートなんて考えられるのかな。

・消費・資源化の方法を具体的に示してほしい。

・グリーンコンシューマ啓蒙。

・リサイクルに対するPRをもっとすべき。無関心な人が多すぎる。

問７ 環境問題についてご意見は

・環境破壊は遅らすことはできるが、止めることはできないだろう。

・混ぜればゴミ、分ければ資源。

・混ぜればゴミ 分ければ資源 家庭で実践します・混ぜればゴミ、分ければ資源、家庭で実践します。

・次の世代に良い環境をできる限り残していきたいと思う。

・自然に還れ！自然からもっと謙虚に学ぶべきだ。

・大きく日本全体的にとらえることよりか、まず一人一人出来ることから参加したり、考えたらよいと思う。

・環境問題について最適解を求めるのには、社会的な枠組みを変えることができる体制力が不可欠であり、

　個人の取り組みがもたらす効果の程は微々たるものという思いがあります。

・ゴミ処理、リサイクルコストは製品単価に転嫁されるべき。その中で、消費者が選択できるようにするべき。

・ゴミ問題と経済発展の関係が反比例している様に思う。これをどう考えれるかだと思う。
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禦料購 き

田 循環型社会形成推進基本法の趣旨

平成12年6月
環境庁 

1.廃衰物･リサイクル対策については､舶耗物処理法の改正､各種リサイクル法の制定等により拡充.盤億が図

られてきているが､今日､我が国は次のような隈矧 こ直面し､これへの対処は鵬粥の課題となっている.
 

[1]廃棄物の発生量の高水準での推移

ー 近年､一般廃棄物の発生丑は約5千万トン､産業廃棄物のgB生畳は約4億トジで推移 
[2]リサイクルの一層の推進の要碑
 

_- 平成8年度のリサイクル率は､一般廃棄物約10%､産業廃棄物約42%

【3]廃棄物処理施設の立地の困難性 ｣
 

- 平成8 一般廃棄物で88 産業廃棄物で31
年度の最終処分場の残余年数は､ .年､ .年 

[4]不法投棄0)増大
 
- ■ 平成1年度では123 平成5 .倍に増大
不法投棄の件数は､ 0 .7 件と､ 年度の46

2.これらの問題の解決のため､｢大草生虚･大量消費.大魚廃棄｣型の経済社金から脱却し､生産から流通､消

費､廃棄に至るまで物質の効率的な利用やリサイクルを地めることにより､資源の洞党が抑制され､環境への負荷

が少ない｢循環型社会｣を形成することが息叛となっている｡ 

3.本法は､このような状況を踏まえ､循環弧社食の形成を拙地する基本的な枠組みとなる法仲として､ 

(1)廃棄物･リサイクル対策を総合的かつ肘園的に経過するための基盤を確立するとともに､ 
(2)個別の舶来物･リサイクル関係法伸の艶僻と相まって､

循環型社食の形成に向け実効ある取組の推池を聞る屯のである｡

【参考】本法は､5月26日に嘩具し､'6月2日に公布されたO

なお､今国会で本法樺と一体的に姓伸された焼伸は､以下のとおり0


○ 廃棄物処理関係:[1]廃棄物処現法等の改正

○ リサイクル関係 : [21再生柴源利用促進法の改正 
[3]建牧瀬材リサイクル法 
[4]食品リサイクル法 
[5]グリ-ン順入法 

tヨ 循環型社会形成推進基本法の概要 

1.形成すべき｢循環型社会｣の姿を明確に提示 

r循環型社会止 は､[1]廃棄物呼の弗生抑制､[2]循環革源の相浦的な利用及び[3滴 正な処分が神保守れること

によって､天然資源の消費を抑制し､環境への負荷ができる限り低減される社食0 

2.法の対象となる廃棄物等のうち有用なものを｢循環資軌 と定耕

法の対象となる物を有価頒 価を問わず｢廃棄物等｣とし･廃棄物時のうち有用なもの如 惜朋 軌 と壮健軸 ､

その循環的な利用を促進｡ 

3.処理の｢優先順位Jを初めて法定化

【1]発生抑制､[2]再使用､[3]再生利札 [4]熟剛 又･[5]適正処分との優先順帆 

4.臥 地方公共団体､事業者及び国民の役割分担を明確化

循環型社会の形成に向け､臥 地方公共団体､串来者及び国民が全体で取り組んでいくため､これらの主体の

責務を明確にする｡特に; 
[11事業者･国民のr排出者責任｣を明確化 
[21生産者が､自ら生産する製品等について使用され廃棄物となった後まで一定の責任を負う｢拡大生産者責

任｣の一般原則を確立｡ 

Il 



5.政府が｢循環型社会形成推進遜本計珂 Jを策定

循環型社会の形成を総合的･計圃的に進めるため､政府は｢循瑞刈社会形成椎過払/b:什画｣を次のような仕組

みで策定｡ 

[1]原案は､中央環境審油金が怒iJ.を述べる指針に即して､Ⅶ蛾大臣が策定‖ 

[2]計画の策定に当たっては､中央喋墳審議会の芯兄を聴取 . 
[3]計画は､政府一丸となった取組を碓保する/ニめ､関係大臣と協議し､閣議決定により策定｡ 
[4]計画の閣議決定があったときは､これを国会に相告｡

〔5]計画の策定期限､5年ごとの見直しを明紀｡ 

[6]国の他の計画は､循環型社会形成推進甚本計画を基本とする0 

6.循環型社会の形成のための国の施策を明示

り鹿央物神の発生抑制のための措置

･･｢排日1着兼任IJの徹底のための規制等の措置

く･拡大生産者兼任｣ 製品等の引取り 循環的な利用の実施､ 11tLr)｢ を踏まえた措置( . 製品等に関する耶伽 Tl=.

｡再生品の使用の促進

｡環境の保全上の支障が生じる場合､原因事業者にその原状固相.等の襲用を負担させる措置 

111 経済活動での天然資源の｣▲

(1番目鶴 抑制 )

使えるモノで

も捨てていま

せんか ̀/

長持ちするモ

ノ牡作ること

モノ年大串に

跡く使うこと

が大柳です｡ 

(2林田:再使用 )

使い終わったもの
(3番目:リリイクル) でも､繰り返して

再使用できないも L･'1:-:tILL･;- 処 .
利用を l

!7..:::
のでも､資源とし

. 軌
てリサイクルを ! 

十 ･ (焼 弛 弓削

･.1一一｣ Lg･ll''嘩転処分I._1.....一. 

lZ
 



医 務俸禿
 

ll ) 



二年 一喝 B硯 鵬 の藍本言†敵 へ鴫 鯛 (jI 資料 hlo4 

1 推進のための体制

計画の推進は､2市 1町の住民 ･琳共著 ･民間団体 ･行政が参画する別 居鹿部御地組


合循環型社会推進会議が行いますo循環型社会推迎金紙は Ir j
尾張東部循生組倉相磯捌 L.

会推進会議設置要項｣に基づいて設置されている組織で､各種取組の推進､骨及僻弗情


動に加えて施策の進行管理を行います｡ご


循環型社会推進会議では､市町ごとの個別の映軌 こ刊 ､では､必要に応じて脚 帽 と


に検討を行いますqまた専門的な問題に関しては過耽個別プロジェク トを立ち上げ朝 田

査 ･検討等を行 うこともできます｡
 

2_施策の過行管理

循環型社会推遊金敵は､aIILTこ掲げられた目標が鼎終咋次において避成されるよう､T‖I


数値 目標の進捗状況や施鞭の鴻池状況などについて点検 ･榔仙L､今年度及び次年度の


各市町及び尾弓戊瀬郎術生組命が行う邸業について助言等を行いか tl廿｡


施策の進行管軌は概ね以下U,J)こうな手順で行います｡ただし､艮体的な時期執 こつい


ては各市町の行政スケジ訪い,,レほ食わせて行 うこととします｡


①行政による前年度群集の辿抄準悦軸 性握 (5-6月) -

数値 目標の現状値､各市町や乱麻施術とした項目の取組状況等について､地捗状


況のとりまとめを行います｡


②循環型社会推進会議による点検 ･評価 (6月)

個 について報告を受け､以 1.は対韓等を助言します｡また今年度の射光gL :夜曲凍え-e


次年度の朴折目こ対 して助哲を行い渋すo


③行政による今年度串光の改脊及び次年度以降の事業の計画立秦 (6､ J日


循環型社会雌地金俄からの助音を受けて､今年度事業の うち吋触 7°iもq) )
･ Tに いては


改善を図り､取組に反映します｡また次印度以降の事業計剛 i:㌔い;E､助酋鹿反映 し
1) T ′′

て立案 します｡

④次年度計画の報告及び今年度事業の中間軸額 (9月)

次年度の計画の報告及び今年度の事業爽地状況の中間軸歯を受け､それに対する助商


を行います｡


進行管理スケジュールのイメージ

辛策施 _ _ . 事来評価_____ JI業実施. 施策."_ L ""ll

施策.事業実施 

ド-T 計- .. _施策.II.一一次.年一一度T一一画策定.｢--i -.嘆声亭衰-事業実施

14 



3 体 制 釘 (耽 倉)


･:-_ i :一･~:: . ::i..～ 'lモチ 二二 '.･書 ･-;

尾張東部衛生組合循環型社会推進会議

･各種取組の推進

･情報収集､技術開発

･普及啓発活動

･資源化 .発生抑制の学習

･施策の進行管理

･施策の点検･調整

助言･指導 .
技術協力･連携

大学等研究機関 
NPO

推進体制 
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