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全国都市清掃研究・事例発表会実績 

回 開催日 会  場 
論文数 

（参加者） 
特 別 講 演 その他企画 

42 
2021/01.20 

～22 

福山市 

＊福山市ニューキャッスル

ホテル 

106 

(-----) 

【“脱”廃棄物を生み出す社会 

－ 食品観覧廃棄物を中心に －】 

広島修道大学商学部教授 矢野泉 

＊施設見学（(株)ｴﾌﾋﾟｺ 福山ﾘｻｲｸﾙ工場、 

(株)ｲｰｱｰﾙｼﾞｬﾊﾟﾝ 福山工場） 

＊廃棄物処理施設のﾘｸｽﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ研修会 

＊「世界の廃棄物発生量の推計と将来予測 

：2020年改訂版について  岡山大学名誉教授 田中勝 

 ＊第42回は、論文集のみ発行（上記は、実際に開催された場合を記載しております。） 

41 
2020/01.22 

～24 

豊橋市 

＊ロワジールホテル豊橋 

137 

(1,329) 

【“食品ロス”の削減に向けて 

－ 多様な視点から －】 

愛知大学地域政策学部教授 功刀由紀子 

＊海外廃棄物調査報告 

＊施設見学（豊橋市ﾊﾞｲｵﾏｽ利活用ｾﾝﾀｰ、 

富士見ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ((株)MARUZEN)） 

＊廃棄物処理施設のﾘｸｽﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ研修会 

40 
H31/01.23 

～25 

宮崎市 

＊宮崎市民プラザ 

136 

(1,040) 

【太陽ｴﾈﾙｷﾞｰや焼酎ﾊﾞｲｵﾏｽからの 

ｴﾈﾙｷﾞｰ・資源回収について】 

宮崎大学教授 西岡賢祐 

＊海外廃棄物調査報告 

＊施設見学（ｴｺｸﾘｰﾝﾌﾟﾗｻﾞ宮崎、青島） 

＊廃棄物処理施設のﾘｸｽﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ研修会 

＊「被災自動車処理に係る手引き」講習 

39 
H30/01.24 

～26 

山形市 

＊山形テルサ 

125 

(830) 

【ナスカの地上絵 

－ 日本の学術研究と保護をめぐって －】 

山形大学人文社会科学部教授  坂井正人 

＊海外廃棄物調査報告 

＊施設見学（山形広域環境事務組合、山寺） 

＊廃棄物処理施設のﾘｸｽﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ研修会 

38 
H29/01.18 

～20 

釧路市 

＊釧路市観光国際交流ｾﾝﾀ  ー

131 

(800) 

【釧路湿原、地域の人々の取り組み】 

釧路国際ｳｴｯﾄﾗﾝﾄﾞｾﾝﾀｰ  

技術委員会委員長  新庄久志 

＊海外廃棄物調査報告 

＊施設見学（釧路広域連合清掃工場、釧路市湿原展望台） 

＊廃棄物処理施設のﾘｸｽﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ研修会 

37 
H28/01.21 

～23 

周南市 

＊山口県周南総合庁舎 

126 

(750) 

【地元産業と連携した山口県の 

循環型社会形成関連事業について 

－ごみ焼却灰のセメント原料化システム等－】 

山口県環境政策課長  山野元 

＊海外廃棄物調査報告 

＊施設見学（山口ｴｺﾃｯｸ(株)、周南市ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗｻﾞ「ﾍﾟｶﾞｻｽ」、 

徳山下松港新南陽広域最終処分場） 

＊廃棄物処理施設のﾘｸｽﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ研修会 

36 
H27/01.21 

～23 

沼津市 

＊ﾌﾟﾗｻｳﾞｪﾙﾃﾞ（ふじのくに 

千本松ﾌｫｰﾗﾑ） 

120 

(600) 

【深海生物を世界のアイドルに！ 

－ 深海生物を通して見る「環境」 －】 

沼津港深海水族館長 石垣幸二 

＊海外廃棄物調査報告 

＊施設見学（沼津市資源ごみｽﾃｰｼｮﾝ、(株)ｴｺﾈｺﾙ） 

＊廃棄物処理施設のﾘｸｽﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ研修会 

参考資料1 
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回 開催日 会  場 
論文数 

（参加者） 
特 別 講 演 その他企画 

35 
H26/01/.23 

～25 

盛岡市 

＊いわて県民情報交流ｾﾝﾀ  ー

（ｱｲｰﾅ） 

123 

(700) 

【食から考える環境「食環生活」】 

料理研究家 千葉星子 

＊海外廃棄物調査報告 

＊施設見学（太平洋ｾﾒﾝﾄ(株)大船渡工場） 

＊小学生の環境への取組（ﾎﾟｽﾀｰ展・取組発表） 

＊廃棄物処理施設のﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ研修会 

34 
H25/02.07 

～09 

北九州市 

＊国際会議場 

116 

(600) 

【循環基本計画の新たな方向】 

福岡大学教授 浅野直人 

＊海外廃棄物調査報告 

＊施設見学（北九州市ｴｺﾀｳﾝ、北九州市環境ﾐｭｰｼﾞｱﾑ） 

＊廃棄物処理施設のﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ研修会 

33 
H24/01.26 

～28 

函館市 

＊函館国際ﾎﾃﾙ 

103 

(450) 

【ごみ処理・ﾘｻｲｸﾙをどのように評価するか】 

北海道大学大学院教授 松藤敏彦 

＊東日本大震災対応報告 

＊施設見学（函館市ﾘｰﾝｾﾝﾀｰ、太平洋ｾﾒﾝﾄ(株)上磯工場） 

＊廃棄物処理施設のﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ研修会 

32 
H23/01.26 

～28 

岡山市 

＊岡山ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝｾﾝﾀ  ー

99 

/550 

【戦略的廃棄物マネジメント 

－ 桃太郎のごみ退治 －】

鳥取環境大学教授 田中勝 

＊海外廃棄物調査報告 

＊施設見学（岡山市東部ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ） 

＊廃棄物処理施設のﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ研修会 

31 

 

H22/01.28 

～30 

松山市 

＊ひめぎんﾎｰﾙ 

92 

(520) 

【地球にエコしょ！ 

－ 始めよう私たちにできること －】 

南海放送ｱﾅｳﾝｻｰ 戒田節子 

＊海外廃棄物調査報告 

＊施設見学（食品ﾘｻｲｸﾙ：(株)ﾛｲﾔﾙｱｲｾﾞﾝ） 

＊廃棄物処理施設のﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ研修会 

30 

 

H21/01.29 

～30 

静岡市 

＊ｸﾞﾗﾝｼｯﾌ  ゚

89 

(510) 

【すべてを地球資源に！ 

－ いのちの森を日本から世界へ －】 

横浜国大名誉教授 宮脇昭 

＊廃棄物処理施設のﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ研修会 

29 
H20/01.31 

～02.01 

広島市 

＊国際会議場 

87 

(510) 

【連携、協働で実現する循環型地域づくり】 

ｼﾞｬｰﾅﾘｽﾄ･環境ｶｳﾝｾﾗｰ 崎田裕子 

＊全都清団体廃棄物処理ﾌﾟﾗﾝﾄ保険研修会 

＊施設見学（広島市環境局 中工場見学） 

28 
H19/02.01 

～02 

川口市 

＊文化ｾﾝﾀｰ、市民ﾎｰﾙ 

88 

(550) 

【ヨコハマはＧ30 将来の子どもたちに、 

 豊かな地球を！ 

－ 横浜市のごみ減量・ﾘｻｲｸﾙの取組 －】 

横浜市長 中田宏 

 

 

 

 

27 
H18/02.01 

～02 

高松市 

＊ｻﾝﾎﾟｰﾄﾎｰﾙ高松、 

かがわ国際会議場 

102 

(530) 

【究極のごみゼロ社会を目指して】 

徳島県上勝町長 笠松和一 
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回 開催日 会  場 
論文数 

（参加者） 
特 別 講 演 その他企画 

26 
H17/01.20 

～21 

板橋区 

＊文化会館、ｸﾞﾘｰﾝﾎｰﾙ 

111 

(500) 

【日野市のごみ改革】 

日野市長 馬場弘融 

 

 

25 
H16/02.05 

～06 

松江市 

＊島根県民会館 

129 

(520) 

【環境教育と報道の役割 

－ 取材現場から見えたもの －】 

日本ﾃﾚﾋﾞ放送網㈱報道局ﾃﾞｨﾚｸﾀｰ 荻原弘子 

＊坪田愛華作「地球の秘密」展示 

24 
H15/02.05 

～07 

大田区 

＊区民ホール 

138 

(550) 

【廃棄物ﾘｻｲｸﾙ制度の基本問題について】 

福岡県ﾘｻｲｸﾙ総合研究ｾﾝﾀ  ー所長 花嶋正孝 

【PFI導入の実現性を探る】      … ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ … 

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 田中勝 岡山大学 

ﾊﾟﾈﾘｽﾄ 竹本和彦 環境省 、岩崎友彦 日本総合研究所 

    嶋田隆友 大牟田市 

    表良一 西いぶり廃棄物処理広域連合 

23 
H14/01.30 

～02.01 

京都市 

＊京都会館、みやこめっせ 
140 

【ごみ処理における今後の技術動向】 

京都大学大学院教授 武田信生 

… ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ … 

【ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類2002年対応をめぐって － 混乱と収拾策 －】 

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 田中勝 岡山大学 

ﾊﾟﾈﾘｽﾄ 室石泰弘 環境省 、藤吉秀昭 日環衛生ｾﾝﾀ  ー

    山本孚 京都市 、竹内智昭 十和田地域広域組合 

    宮村隆喜 大阪府産廃協会 

22 
H13/02.06 

～08 

川口市 

＊総合文化ｾﾝﾀ  ー
141 

【21世紀を迎えた廃棄物行政の方向】 

前 水道環境部長 浜田康敬 

… ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ … 

【ﾘｻｲｸﾙ関連法の整備を受けて － 事業者・自治体・市民の役割 －】 

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 田中勝 岡山大学 

ﾊﾟﾈﾘｽﾄ 長門利明 環境省 、太田元 経済団体連合会 

    中野邦夫 日本生協連合会 、崎田裕子 環境ｶｳﾝｾﾗ  ー

    神下豊 環境ｶｳﾝｾﾗ  ー

21 
H12/02.02 

～04 

神戸市 

＊国際会議場 
119 

【ごみとライフスタイル 

－ まんがを通してみた廃棄物 －】 

京都大学環境保全ｾﾝﾀｰ教授 高月紘 

… ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ … 

【廃棄物処理におけるｺｽﾄを考える 

－ 循環型社会構築に向けての費用と負担 －】 

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 田中勝 公衆衛生院 

ﾊﾟﾈﾘｽﾄ 植田和弘 京都大学 、川島和義 枚方市 

     竹居照芳 日経新聞社 、西脇悦子 主婦 

     篠木昭夫 全都清 
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回 開催日 会  場 
論文数 

（参加者） 
特 別 講 演 その他企画 

20 
H11/02.03 

～05 

川口市 

＊総合文化ｾﾝﾀ  ー
135 

【廃棄物処理行政とその展望について】 

前 水道環境部長 坂本弘道 

… ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ … 

【家電ﾘｻｲｸﾙ法の導入に向けて － 事業者・自治体・市民の役割 －】 

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 田中勝 公衆衛生院 

ﾊﾟﾈﾘｽﾄ 泉 真 厚生省 

    佐々木信彦 通産省 、三原隆司 神戸市 

    藤波博 川口市 、藤原房子 ｼﾞｬｰﾅﾘｽﾄ 

19 
H10/02.04 

～06 

川崎市 

＊産業振興会館 
112 

【廃棄物処理と地球環境問題 

－ﾀﾞｲｵｷｼﾝ･地球温暖化をめぐって－】 

環境文明研究所 所長 加藤三郎 

… ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ … 

【ごみ焼却とﾀﾞｲｵｷｼﾝ － 規制措置導入への対応について －】 

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 田中勝 公衆衛生院 

ﾊﾟﾈﾘｽﾄ 坂川勉 厚生省 、鍋島三郎 玉川大学 

    小笠原紘一 北海道 、高田忠尚 富良野市 

    鶴岡正義 君津市 

18 
H09/01.27 

～29 

東京都北区 

＊北とぴあ 
107 

【ごみ処理と健康 

－ ﾀﾞｲｵｷｼﾝ削減対策について －】 

公衆衛生院廃棄物工学部長 田中勝 

… ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ … 

【容器包装ﾘｻｲｸﾙ法の施行に向けて  － ペットボトルをどうする －】 

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 横島庄治 高崎経済大学 

ﾊﾟﾈﾘｽﾄ 坂川勉 厚生省 、礒野弥生 東京経済大学 

    渡辺乃生光 川口市 、上野明 容器包装ﾘ協会 

    芳賀育子 PETをやめさせる会 

    西ヶ谷信雄 全都清 

17 
H08/02.07 

～09 

東京都 

＊都市ｾﾝﾀ  ー
100 

【ごみﾘｻｲｸﾙ社会をめざして 

－ 容器包装ﾘｻｲｸﾙ法の制定と今後 －】 

前 水道環境部長 藤原正弘 

…≪大震災発生1年にあたり特別報告会≫… 

【阪神・淡路大震災と清掃事業】 

座長 武田信生 京都大学 

報告 英保次郎 兵庫県 、石谷隆史 神戸市 

森一晃 、大阪湾広域臨海ｾﾝﾀ- 、伊藤豊 東京都 

鈴木康夫 川崎市 

16 
H07/02.13 

～15 

東京都 

＊都市ｾﾝﾀ  ー
80 

【孤立する日本を救う】 

関東学院理事長 内藤幸穂 

【包装廃棄物対策を考える】      … ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ … 

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 田中勝 公衆衛生院 

ﾊﾟﾈﾘｽﾄ 平松和好 厚生省 、吉岡忠夫 船橋市 

    上野明 日本ｺｶ･ｺｰﾗ 、坪郷佳英子 ｷｬｽﾀ  ー
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回 開催日 会  場 
論文数 

（参加者） 
特 別 講 演 その他企画 

15 
H06/02.02 

～04 

川口市 

＊総合文化ｾﾝﾀ  ー
83 

【廃棄物管理の専門家を目指して 

－ 日常生活でのごみへの対応を考える －】 

前 水道環境部長 小林康彦 

【ごみ有料化について】        … ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ … 

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 田中勝 公衆衛生院 

ﾊﾟﾈﾘｽﾄ 福田正弘 厚生省 、中村寿雄 高山市 

    松田美夜子 消費生活ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞ 、横島庄治 ＮＨＫ 

14 
H05/02.16 

～18 

京都市 

＊京都会館 
104 

【廃棄物処理の問題点と将来動向】 

京都大学教授 平岡正勝 

 

 

13 
H04/02.03 

～05 
川崎市 
＊ｴﾎﾟｯｸなかはら 

75 
【廃棄物のゆくえ】 

前 水道環境部長 杉戸大作 

【ごみ減量化の推進方策】       … ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ … 

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 田中勝 公衆衛生院 

ﾊﾟﾈﾘｽﾄ 吉冨宣夫 厚生省 、瀧田浩 川崎市 

    一色輝雄 松戸市 、荻原弘子 日本ﾃﾚﾋﾞ放送 

12 
H03/02.05 

～07 
千葉市 
＊幕張ﾒｯｾ 

77 
【地球環境保全と廃棄物処理】 

元 環境庁長官 青木正久 

【事業系一般廃棄物への対応】     … ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ … 

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 田中勝 公衆衛生院 

ﾊﾟﾈﾘｽﾄ 住田俊二 商工会議所 、坂本弘道 厚生省 

    橋本昭夫 札幌市 、梅沢勝利 東京都 

    相崎元衛 大阪市 

11 
H02/02.01 

～02 
東京都 
＊日本青年館 

65 
【廃棄物処理の技術と行政】 

前 水道環境部長 森下忠幸 

【ごみの減量化とﾘｻｲｸﾙ】       … ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ … 

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 田中勝 公衆衛生院 

ﾊﾟﾈﾘｽﾄ 美山俊久 東京都 、小山一実 商工会議所 

    広瀬和彦 古紙再生促進協 、渡辺房枝 主婦連合会 

10 
H01/02.01 

～03 
大宮市 
＊ｿﾆｯｸｼﾃｨ 

81 
【廃棄物学のおいたち 

－ 若い世代への期待 －】 
京都大学名誉教授 岩井重久 

… ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ … 

【適正な処理が困難な廃棄物をどうするか 

－ 事業者による製品等の廃棄物処理困難性自己評価制度 －】 

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 田中勝 公衆衛生院 

ﾊﾟﾈﾘｽﾄ 本永秀彦 プラ協 、大隈耕三 大宮市 

    松田美夜子 主婦 

9 
S63/02.04 

～05 
横浜市 
＊開港記念館 

73 
【環境保全と廃棄物管理】 

元 筑波大学教授 橋本道夫 

 

 

8 
S62/02.18 

～20 
公衆衛生院 67 

【廃棄物処理行政の歩みと今後の展望】 
名誉会員 山村勝美 

【埋め立て処分の諸問題】       … ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ … 

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 花嶋正孝 福岡大学 

ﾊﾟﾈﾘｽﾄ 加藤三郎 厚生省 、田中勝 公衆衛生院 

    浦辺真郎 名古屋大学 、田中富男 千葉市 

    樋口壮太郎 日本技術開発 
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回 開催日 会  場 
論文数 

（参加者） 
特 別 講 演 その他企画 

7 
S61/02.12 

～14 
公衆衛生院 56 

【廃棄物処理に関わる研究開発】 
東京都立大学教授 平山直道 

… ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ … 

【廃棄物処理施設建設にまつわる環境】 

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 平岡正勝 京都大学 

ﾊﾟﾈﾘｽﾄ 加藤三郎 厚生省 、田中勝 公衆衛生院 

    森口実 日本気象協会 、伊藤勝信 東京都 

6 
S60/02.07 

～09 
公衆衛生院 55 

【環境保全と廃棄物管理】 
東京理科大学教授 左合正雄 

【廃棄物処理施設建設に伴う諸問題】  … ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ … 

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 内藤幸穂 関東学院大学 

ﾊﾟﾈﾘｽﾄ 加藤三郎 厚生省 、上田幸雄 武蔵野市 

     清水厚子 主婦 、涌井康三郎 小牧岩倉衛生組合 

5 
S59/02.13 

～14 
公衆衛生院 47 

【環境保全と環境汚染】 
国立公衆衛生院長 鈴木武夫 

… ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ … 

【適正処理が困難な廃棄物をどうするか】 

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ  ー  神山桂一 北海道大学 

ﾊﾟﾈﾘｽﾄ 小林康彦 厚生省 、高月紘 京都大学 

     浅沼尚 町田市 

4 
S58/02.08 

～10 
公衆衛生院 48 

【都市清掃と人】 
名誉会員 及川藤男 

【分別収集を考える】         … ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ … 

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 後藤典弘 公害研究所 

ﾊﾟﾈﾘｽﾄ 田中喜代史 厚生省 、中西正義 川崎市 

     三木一郎 姫路市 

3 
S57/02.18 

～20 
公衆衛生院 45 

【都市清掃問題と豊橋市の対応】 
豊橋市長 青木 茂 

 

 

2 S56/02.13 公衆衛生院 36 
【地方の時代と廃棄物処理】 

名誉会員 工藤正八 

 

 

1 
(1980) 

S55/02.08 
公衆衛生院 29 

 

 
 

＊参加者数は、延べ人数となります。 

 

 

 

 

 

 


