
西暦 開催日 講 演 タ イ ト ル ・ テ ー マ 所 属 名 講演者

建設廃棄物と産業廃棄物処理法 横浜国立大学　経済学部　助教授 北村 喜宣
建設業界における建設リサイクル行動計画について 建設九団体副産物協議会運営委員　鹿島建設㈱ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ本部環境技術担当部長 鈴木 繁樹
組合活動報告 関東建設廃材処理業協同組合　理事長 阿部 宏史
産業廃棄物行政の現状と課題 厚生省　生活衛生局　水道環境部　産業廃棄物対策室長 仁井 正夫
建築物の解体リサイクルの促進について 建設省　建設経済局　建設業課　建設業技術企画官 廣瀬　輝
環境犯罪への取り組みについて 警察庁　生活安全局　生活環境課　生活経済対策室課長補佐 神谷 博幸
廃棄物処理法の改正と目的 厚生省　生活衛生局　水道環境部　産業廃棄物対策室長 由田 秀人
建設物解体工事に係る新法と分別・再資源化の義務付けについて 建設省　建設経済局　建設業課　建設業技術企画官 山中 義之
循環型社会の形成の推進のための法体系と廃棄物処理法の改正について 環境省　大臣官房　廃棄物・リサイクル対策部　産業廃棄物課長 由田 秀人
建設工事にかかわる資材の再資源化当に関する法律について 国土交通省　総合政策局　建設業課　建設業技術企画官 山中 義之
千葉県廃棄物の処理の適正化等に関する条例について 千葉県　環境生活部　産業廃棄物課　施設指導班　主幹 黒岩 博明
産業廃棄物処理業の構造改革への提言 財）産業廃棄物処理事業振興財団　理事長 太田 文雄
建設分野の静脈物流システム構築について 早稲田大学　アジア太平洋研究センター　教授 椎野　潤
廃棄物処理法改正と今後の動向について 環境省　廃棄物・リサイクル対策部　産業廃棄物課長 森谷　賢
産業廃棄物処理業優良化促進事業について 環境省　大臣官房　廃棄物・リサイクル対策部　産業廃棄物課　課長補佐 小野　洋
建設リサイクルに関する今後の動向について 国土交通省　総合政策局　建設副産物企画官 柳橋 則夫
建築業界における建設副産物への取り組み （社）建築業協会　環境委員会　副産物部会　副部会長 相田 俊夫
廃棄物処理法の変遷と今後の動向 佐藤泉法律事務所　弁護士 佐藤　泉
組合30年の歴史 関東建設廃棄物協同組合　理事長 阿部 宏史
アスベストを通して建設リサイクル法・廃棄物処理法を考える （社）建築業協会　環境委員会　副産物部会　部会長 島田 啓三
東京都における建設廃棄物の適正処理に向けての取組み 東京都環境局　廃棄物対策部　計画課　課長 齋藤 和弥
排出事業者と廃棄物処理業者のためのコンプライアンス 佐藤泉法律事務所　弁護士 佐藤　泉
廃石膏ボードの挙動について 埼玉県　環境科学国際センター　廃棄物管理担当部長 小野 雄策
建設リサイクル法の現状について 国土交通省　総合政策局　建設業課　課長補佐 古市 秀徳

不法投棄の原点　豊島問題を考える 農事組合法人てしまむら　 石井　亨
東京都における産業廃棄物対策のこれから 東京都環境局　総務部付き　多摩環境管理事務所　課長 高橋　章

東京都の不法投棄対策について 東京都　環境局　廃棄物対策部　副参事 佐伯 文博
廃棄物処理法のゆくえ 弁護士 佐藤　泉

弁護士 佐藤　泉
東京都　環境局　廃棄物対策部　産業廃棄物対策課　指導係　主任 後藤 敏子
（社）建築業協会　環境委員会　副産物部会　副部会長 米谷 秀子
㈳京都産業廃棄物協会　会長 文　盛厚
㈱日報アイ・ビー　編集部長 冨見田 陽一
関東建設廃棄物協同組合　副理事長 伊勢 文雄

廃棄物処理法の改正について 環境省　大臣官房　廃棄物・リサイクル対策部　産業廃棄物課長 坂川　勉
弁護士 佐藤　泉
環境省　大臣官房　廃棄物・リサイクル対策部　産業廃棄物課長 坂川　勉
（社）建築業協会　環境委員会　副産物部会　部会長 高橋 辰男
建設廃棄物協同組合　理事長 齊藤 俊吉

災害廃棄物の処理を迅速・安全・適正に実施するために パシフィックコンサルタンツ株式会社　環境エネルギー部　地域エネルギー事業推進グループリーダー　技術 日高 正人
仙台市の災害廃棄物処理 東北大学　大学院環境科学研究科　資源循環プロセス学　リサイクル化学　教授 吉岡 敏明

弁護士 佐藤　泉
パシフィックコンサルタンツ株式会社　環境エネルギー部　地域エネルギー事業推進グループリーダー　技術 日高 正人
東北大学　大学院環境科学研究科　資源循環プロセス学　リサイクル化学　教授 吉岡 敏明

放射能汚染に係る福島県内での取り組み 環境省　関東地方環境事務所　放射能汚染対策課　課長 鈴木 克彦
産業廃棄物物流と放射性廃棄物汚染対策 独立行政法人　国立環境研究所　資源循環・廃棄物研究センター　廃棄物適正処理処分研究室　室長 山田 正人
メインテーマ「一歩進んだ建設リサイクル」
１００％利用可能な石膏ボードリサイクル 株式会社トクヤマ・チヨダジプサム　代表取締役社長 世良田浩二
災害廃棄物の現地破砕選別技術 株式会社建設技術研究所　地球環境センター　技師長 古田秀雄
一歩進んだ建設リサイクル「ふるい下残さガイドライン（仮称）作成に向けて 日本工業大学　ものづくり環境学科　主任教授 小野雄策
ふるい下残さの自主管理基準（仮） 建設廃棄物協同組合　副理事長 伊勢文雄
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メインテーマ　「産業廃棄物の過去と現在、そして未来」

メインテーマ　「わ」になって考えよう「どうなる建設廃棄物のゆくえ」
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パネルディスカッション
　　　　　「わ」になって考えよう「どうなる建設廃棄物のゆくえ」

座談会
　　　　　建設廃棄物　～法改正で何が変わる？～

パネルディスカッション
　　　　　廃棄物処理法と災害廃棄物

講演と懇親の集い講演者一覧　（平成10年度～平成25年度）

メインテーマ　「放射能問題にどう向き合うか～福島原発事故を受けて～」

メインテーマ　「東日本大震災　～心を寄せてみんなの支援を～」

メインテーマ　「建設廃棄物　～法改正で何が変わる？～」



西暦 開催日 講 演 タ イ ト ル ・ テ ー マ 所 属 名 講演者

メインテーマ「建設汚泥の現状と未来」
「建設リサイクル推進計画2014」策定について 国土交通省　総合政策局　公共事業企画調整課　環境・リサイクル企画室　室長 福島眞司
建設汚泥の現状について 日報ビジネス株式会社　取締役 冨見田陽一

佐藤泉弁護士事務所　弁護士 佐藤　泉
国土交通省　総合政策局　公共事業企画調整課　環境・リサイクル企画室　課長補佐 土肥　学
東京都環境局　資源循環推進部　産業廃棄物対策課長 小林幹明
一般社団法人　日本建設業連合会　環境委員会　建築副産物部会　副部会長 田邉貞幸
日報ビジネス株式会社　取締役 冨見田陽一
建設廃棄物協同組合　理事 有田一成

メインテーマ「建設廃棄物と建廃協のこれから」
「産業廃棄物処理とリスクコミュニケーション」 廃棄物資源循環学会会長・北海道大学大学院工学研究科 松藤　敏彦
建設廃棄物協同組合の取組について
「処理業者が語る優良業者の見分け方－自主管理システムの意味するもの 建設廃棄物協同組合　副理事長 伊勢　文雄
「ふるい下残渣のリサイクルに向けて」 建設廃棄物協同組合　顧問 小野　雄策
「ひっ迫する建設汚泥への対応－建設汚泥のリサイクルに向けて」 建設廃棄物協同組合　理事長 島田　啓三
メインテーマ「改めてアスベスト問題を考える」
「アスベストの事前調査」 埼玉県環境科学国際センター　 川嵜　幹生
「更なる石綿漏洩防止対策」 厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課　中央労働衛生専門官 小林　弦太
「建設混合廃棄物の選別　残渣と主な建設廃材における有機汚濁性の検討」 建設廃棄物協同組合　処理システム委員会　処理技術研究会 加古・佐久間他
「アスベスト除去の実際」 株式会社藤林商会　代表取締役 藤林　秀樹
「住宅屋根用化粧スレートの撤去」 株式会社コトガワ　代表取締役 佐々岡　良介

映画「不都合な真実２」上映
「パリ協定と日本の取組、私たちのやるべきこと」 国立研究開発法人　国立環境研究所　社会環境システム研究センター　室長 増井　利彦
建設混合廃棄物の選別残渣と主な建設廃材における有機汚濁性の検討 建設廃棄物協同組合　処理システム委員会　処理技術研究会
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メインテーマ　「環境問題を考える（パリ協定と日本の取組、私たちのやるべきこと)」
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講演と交流の集い講演者一覧　（平成26年度～）

パネルディスカッション
　　　　　　　　建設汚泥の現状と未来
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