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はじめに 

 

 平成 20 年３月 25 日に閣議決定された第２次循環型社会形成推進基本計画においては、

地域の特性や循環資源の性質に応じて最適な規模の資源循環を形成することが重要とされ

ている。 

 関東地方環境事務所では、この基本的な考え方に基づき、これまでに関東管内における

地域循環圏構築に関係する社会条件・地域特性等の情報整理を行い、また、地域循環圏の

構築に向けた新たな取組の余地があると考えられる複数の循環資源を取り上げ、状況整理

や取組の評価手法の検討等を行ってきたところである。 

 本業務は、平成 22年度までの調査結果を基に、関東圏域等における新たな地域循環圏構

築に向けた取組の推進手法を検討するとともに、関東管内における地域循環圏構築推進に

係る地域計画策定に向けた検討を行うことを目的とした。 

 

 本報告書は、上述の実施目的を踏まえ、関東管内における地域循環圏構築推進に係る地

域計画策定に向けた検討のプロセスをとりまとめたものである。 

 第１章では、関東管内の地域循環圏構築推進に係る計画策定状況を概観し、関東管内自

治体で近年どのような施策が進められているか、また、計画の推進にあたり、課題を抱え

ている地域循環資源としてどのようなものがあるか、を把握した。循環型社会形成推進基

本計画、バイオマスタウン構想、廃棄物処理計画を通じて、地域循環圏構築に向けた取組

が進められていることを確認し、今後、関東圏域で地域循環圏構築の対象となりうる地域

循環資源として、焼却灰、焼却灰由来の溶融スラグ、製品プラスチック、家庭由来陶磁器

くず、を抽出した。 

 第２章では、品目別の全国レベルでのリサイクル状況を概観し、品目からみて、地域循

環圏構築に向け課題を抱えていそうな地域循環資源の抽出を図った。各種リサイクル法の

対象となっている家電、自動車、容器包装、食品廃棄物、建設廃棄物、資源有効利用促進

法で自主回収及び再資源化義務を負うパソコン、小型二次電池のほか、品目別廃棄物処理・

リサイクルガイドラインで取り上げられている品目を念頭に、調査・分析を行った結果、

全国レベルで今後、地域循環圏構築可能性を有する地域循環資源として、製品プラスチッ

ク、フードバンク、バイオガス（事業系食品残さ由来）、解体系石膏ボード、スプリングマ

ットレス、カーペット、布団、建設資材、建材畳床、FRP 浄化槽、小型家電、を抽出した。

抽出されたこれら品目の関東圏域での発生量、資源化率を把握するとともに、関東圏域で

の回収主体、リサイクル事業者の所在を把握し、関東圏域で今後、地域循環圏構築可能性

を有する地域循環資源であるか否かの確認を行った。 

 第１章、第２章で抽出した関東圏域で地域循環圏構築の対象となりうる地域循環資源に

加え、平成 22年度に検討対象とした地域循環資源を加え、第３章では、関東圏域で今後構

築されることが期待される循環システム像を概観した。循環システム像の作成にあたり、

平成 22年度に検討対象とした事業系食品残さと今年度抽出したフードバンクに関わる食品

ロスの排出源は共通する部分が多いことから、排出源を統合し、循環システム像を精査し

た。また、平成 22年度に検討対象としたレアメタルは、小型家電からの回収・リサイクル

を念頭に置いたものであり、今年度の国の審議状況で、法制化の方向性が打ち出された小



  

型家電からの有用金属の回収・リサイクルの話に集約することとした。なお、第３章では

循環システム像の形成に寄与しうる回収主体、リサイクル事業者の整理も併せて行った。 

 第４章では、携帯電話の液晶パネルのリユースを例にとりあげ、新たなビジネスモデル

への転換に伴う事業採算性、CO2排出量の変化を試算するとともに、新たなビジネスモデル

の実現に向けた課題、課題克服に必要となる政策を検討した。 

 第５章では、第１章から第４章までの調査結果を踏まえ、関東圏域等における新たな地

域循環圏構築に向けた取組の推進手法を検討し、関東管内における地域循環圏構築推進に

係る地域計画案を策定した。 

 本調査報告書が、今後の関東圏域における地域循環圏構築に役立てば幸甚である。 

 

 なお、本報告書の作成にあたり、独立行政法人国立環境研究所循環型社会・廃棄物研究

センター循環技術システム研究室特別研究員 稲葉陸太氏、早稲田大学理工学術院教授 

大和田秀二氏、国立大学法人電気通信大学産官学連携センター特任教授 竹内利明氏、東

京大学大学院工学系研究科准教授 村上進亮氏から貴重なご意見、ご助言をいただいた。

この場を借りて、厚く御礼申し上げます。 

 

平成 24年３月 

三菱 UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社 
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