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廃棄物対策における今後の施策について 

（これまでの審議のまとめ案） 

 

１ 現行計画の進ちょく状況 

廃棄物対策における今後の施策を検討するにあたっては、現行計画の進ちょく状況を十分分析

した上で、残された課題及び新たに生じた課題の解決に向け、対策を講じるべきである。 

 

  計画目標１ 最終処分量の削減目標：平成２２年度の最終処分量１６０万トン（平成１６年度

対比３５%減） 

        ・平成２０年度実績１４７万トン、平成１６年度対比４１％減。 

         内訳：一般廃棄物 ４４万トン（５１％減） 

            産業廃棄物１０３万トン（３５％減） 

 

  計画目標２ 廃プラスチック類の埋立処分量をゼロに 

        ・平成２２年５月末現在、廃プラスチック類埋立ゼロ協定１６３社と締結。 

        ・都の埋立処分場での産業廃棄物プラスチック類の受入量は平成２３年４月から

ゼロの見込み。 

        ・平成２０年度から、全２３区において、一般廃棄物廃プラスチック類のサーマ

ルリサイクル本格実施。サーマルリサイクルの実施により、最終処分量の削減と

ともに熱エネルギーの有効利用による化石燃料の使用量を抑制することにつな

がる。 

 

  計画目標３ 建設泥土の再生利用量を５割増加 

・平成２０年度再生利用量９０万トン、平成１６年度対比約５割増加、再生利用
率は１６％から４０％台へ。 

 

  計画目標４ 有害廃棄物の都内処理体制確立 

        ・飛散性アスベスト対策として、都の埋立処分場において、平成１８年２月より

受入れを開始。受入れ総量５，２６０トン（平成２１年度末現在）。 

 

        ・ＰＣＢ廃棄物対策として、平成１７年１０月策定「東京都ＰＣＢ廃棄物処理計
画」に基づき、処理を開始。 

資料１ 
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         処理実績は、日本環境安全事業株式会社の計画量の約半分に留まる。 

１７年度からの総合計 
（平成２１年度末現在） 

トランス類 

７０７台 

コンデンサ類 

６，８３８台 

ＰＣＢ油類 

８２３本 

ＰＣＢ分解量 

５３９．８ｔ 

 

  計画目標５ 産業廃棄物の不法投棄をゼロに 

        ・平成２０年度における関東地方（１都６県）の不法投棄の件数（９３件）は、
平成１６年度対比約７割減、投棄量（４万トン）は約６割減。 

        ・感染性廃棄物の不法投棄対策として、ＩＣタグを活用した医療系廃棄物追跡シ

ステム事業を開始。参加機関１，１９２件（平成２１年度末現在） 

参加機関内訳 
（平成２１年度末
現在） 

都立及び民間病院 

３７件 

医師会加入診療機関 

９５２件 

動物病院 

１３０件 

歯科医療機関 

７３件 

 

計画目標６ 優良な処理業者が市場価値を高める仕組みの構築 

        ・スーパーエコタウン事業として、現在、ＰＣＢ廃棄物処理施設、ガス化溶融等

発電施設、建設混合廃棄物リサイクル施設（２施設）廃情報機器類等リサイクル

施設（２施設）、がれき類・建設泥土のリサイクル施設の計９施設が稼動。 

         さらに１施設が稼動準備中。この他に、スーパーエコタウン事業用地として、

１．５ヘクタールの未利用地がある。 

・産業廃棄物処理業者の優良性評価（第三者評価）制度を平成２１年１０月から

開始。平成２１年度は産廃エキスパート１０７社、産廃プロフェッショナル７７

社を認定。 

（参考：産業廃棄物処理業の許可業者数 13,470（平成 21 年度末）） 
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２ 今後の廃棄物対策の基本的考え方 ～３つの視点に基づく取組を～ 

 

 （１）現状に対する危機意識 

    私たちの経済活動は大量の天然資源の利用に支えられている。その天然資源の多くは輸入

に依存している。大量の資源消費に伴い、採掘地では自然破壊などの環境問題が生じるとと

もに、生産プロセスなどからは温室効果ガスや多くの廃棄物を発生させている。 

 

   ア 資源に関わる問題としては、今後もインドや中国の経済成長、開発途上国の経済発展な

ど、資源利用量は更に増加することが見込まれる一方で、資源産出国では資源の囲い込み

の動きが見られるなど、資源の制約は一層強まることが予測される。 

 

   イ 温室効果ガスの問題については、近年、その影響による気候変動や海面上昇など、人類

の生存を脅かす問題が取り立たされている。 

     生産・流通過程における、再生資源の利用と天然資源の利用では、温室効果ガスの排出

量も大きく相違する。廃棄物処理・資源循環の過程においても、いかに温室効果ガスを削

減していくかが重要な課題である。 

 

   ウ 廃棄物の問題では、国土の狭い日本において、新たな処分場の空間を確保することは非

常に困難であり、東京港においても現在の処分場が最後の処分場となる。 

     今ある処分場をより長く使い続けていくためには、引続き、廃棄物の最終処分量の削減

に努めていくとともに、将来的にはゼロエミッション社会の構築を目指していくべきであ

る。 

 

    私たちの社会を取り巻く状況や抱えている問題点、危機的な状況等を十分に認識した上で、

施策を検討するべきである。 

 

 （２）「持続可能な資源利用」を目指して 

    前述の危機意識のもと、私たちの社会が持続し続けるためには、「持続可能な資源利用」

を目指していかなければならない。 

    そのためには、これまで廃棄物の最終処分量を主たる目標に掲げてきた３Ｒ施策を発展さ

せ、「天然資源採取量」、「温室効果ガス排出量」及び「廃棄物最終処分量」の３つの削減に

統合的に取り組んでいく必要がある。 

 



- 4 - 

 （３）世界的・中長期的な視野を 

    東京は、人口が集中する巨大消費地であると同時に、世界中から人・物・情報が集まるネ

ットワークの結節点である。 

    東京で利用される製品等の多くは都外で製造されたものであり、東京で排出された廃棄物

等も多くは国内外の各地に運ばれ、再生資源として利用される。 

    こうしたことから、廃棄物処理計画において資源循環に関わる施策等を考えるにあたって

は、東京のみならず、全国的・世界的な視野を持つべきである。 

 

 （４）環境政策全体として議論を 

    従来の廃棄物対策の枠を超える、資源制約や温室効果ガスの問題などは、引続き議論を深

めていかなければならない、中長期的なビジョンを持って取り組むべき課題である。 

    さらに検討を深めていく必要がある課題、中長期的に取り組むべき課題については、環境

政策全体の中で議論するなど、引続き、関係者等と議論を重ねていくべきである。 
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３ 主要施策 

  主要施策の体系は、現行計画とのつながりや、着実な成果を目に見える形で明らかにするため、

現行計画と同様の「３Ｒ施策の促進」「適正処理の促進」「静脈ビジネスの発展の促進」の３つの

柱立てとする。 

 

 （１）３Ｒ施策の促進 

   ア 発生抑制・リユースの促進 

    【家庭ごみの有料化】 

     家庭から排出される一般廃棄物の排出を抑制するためには家庭ごみの有料化が有効な

施策の一つである。東京都内においても多摩地域の２１市町において家庭ごみの有料化を

導入している（平成２１年度末現在）。 

     東京都は、既に有料化を導入している市町村の減量効果やリバウンドの有無、戸別収集

などの併用施策の取組状況を調査・分析するとともに、導入を検討している区市町村と実

施済の区市町村との情報交換の場を設定するなど、積極的に導入の支援をしていくべきで

ある。 

 

    【ムーブメントの醸成】 

     リサイクルの取組と比べ、ごみの発生抑制（リデュース）、リユースの取組は進んでい

ない。この２Ｒを促進するためには、都民だけでなく、製造事業者やサービス提供事業者

の理解や協力が重要である。 

     ごみの発生を抑制するためには、飲食店や宿泊施設にマイ箸、マイボトル、マイ歯ブラ

シ等を持参したり、ものを修理して長く使うなど、ライフスタイルの見直しを促していく

必要がある。 

     また、製造段階における省資源化・簡素化・軽量化等の推進など、事業者の取組を促し

ていく必要がある。 

     使い捨て製品をはじめとするごみの削減のために個人個人が取り組み可能な行動メニ

ューとその効果の提示や、事業者による先進的な取組を紹介するなど、ごみの発生を抑制

する機運を高めるための取組を推進していくべきである。 

 

   イ リサイクルの促進 

    【都市鉱山の開発】 

     天然資源採取量及び最終処分量の削減のためには、分別収集等を促進し、資源としての

回収を促進していく必要がある。 

     例えば、家電リサイクル法の対象外であり、不燃ごみとして埋立処分されている小型家
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電等に含まれるレアメタルをリサイクルするために、国のモデル事業における経験を活か

し、区市町村や事業者と連携し、効率的な回収方法などについて検討を進めるべきである。 

     また、現在、回収されておらず、埋立処分されている不燃ごみや粗大ごみのうち、回収・

リサイクルが可能な資源がどのくらいあるのか、あるいは、電気自動車のモーターやバッ

テリーなど新たな資源回収の可能性等について分析・調査し、効率的な回収方法について

検討を進めるべきである。 

 

    【資源投入量の見える化】 

     資源をとりまく状況について都民、事業者等の理解を得るために、また、資源としての

回収を促進するために、製品に対する資源の投入量や関与物質総量（ＴＭＲ）など必要な

指標について調査し、公表していくべきである。 

 

    【廃棄物処理・リサイクルに係る費用の透明化】 

     区市町村が効率的に廃棄物処理・リサイクルを実施していくためには、費用の公表が欠

かせない。都は廃棄物会計基準等を活用し、費用の算出方法等について必要な情報提供を

行うなど、費用の透明化に向け支援に努めていくべきである。 

 

    【種類別の取組】 

     リサイクルの促進にあたっては、廃プラスチック類の PET to PET のリサイクル、建設

廃棄物の廃石膏ボードなど、廃棄物の種類に応じた効果的なリサイクル促進策を検討し、

対策を講じるべきである。 

 

   ウ 温室効果ガス削減の促進 

    【廃棄物処理・リサイクルによる温室効果ガスの見える化】 

     現在、製品・サービスに関するライフサイクルの温室効果ガスを見える化するためのツ

ールとして、カーボンフットプリントの制度化が進められているが、循環的利用の取組に

よる温室効果ガス削減効果を見える化する方策についても検討していく必要がある。 

     また、その削減効果については排出事業者や都民に対して情報提供していくことが重要

である。 

 

    【静脈物流の効率化】 

     静脈物流の効率化・低炭素化を図るため、関係団体等と連携し、現状の分析や課題につ

いて調査・整理等を行うべきである。その上で、地域循環圏、広域循環圏それぞれの視点

を持った環境負荷の少ない、効率的な静脈物流の構築に向け、取り組んでいくべきである。 
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    【熱回収の高効率化】 

     循環型社会形成推進地域計画や新たな熱回収施設登録制度等を通じて、熱回収の高効率

化を引続き促進するとともに、バイオガスの回収利用等についても検討していくべきであ

る。 

     また、清掃工場の建て替えの際には、複数自治体が連携して熱回収効率の向上などスケ

ールメリットを活かした施設の高度化等が図られるよう、技術的な助言や指導を積極的に

行っていくべきである。 

 

    【埋立処分場からのメタンガスの削減】 

     埋立処分場では、埋立処分されたごみが分解される過程でメタン等のガスが発生する。

現在、中央防波堤内側埋立地において、メタンガスを回収し、発電を行っている。内側埋

立地と比較し、埋立面積で２．５倍、埋立ごみ量で４倍強の中央防波堤外側埋立処分場か

ら放出しているメタンガスを回収し、発電する事業の計画があるが、これを確実に行って

いくべきである。 

 

   エ ３Ｒの取組を支える体制づくり 

    【グリーン購入の普及啓発の促進】 

     公共工事や物品調達において再生品を積極的に利用するように促すなど、グリーン購入

についての普及啓発を積極的に行っていくべきである。 

 

    【環境教育・普及啓発の推進】 

     ３Ｒ施策を推進するためには、東京都が様々な施策に取り組むだけでなく、現状や課題、

取組状況等について、都民や事業者の理解・協力を得る必要がある。そのためには、広く

情報提供し、普及啓発を図る必要がある。 

     関係自治体等と連携を図りながら、効果的な普及啓発の方法について検討するとともに、

あらゆる機会を捉えて情報を発信していくべきである。 
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 （２）適正処理の促進 

   ア 有害廃棄物の適正処理の促進 

     有害廃棄物を適正に処理するため、排出者による有害廃棄物の安全管理・保管の徹底、

分別の徹底を指導していかなければならない。 

     ＰＣＢ廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法により、処理の完了期限が定めら

れているＰＣＢ廃棄物の処理を促進していくべきである。特に、微量ＰＣＢ廃棄物につい

ては、適正処理のための体制整備等を進めていくべきである。 

     飛散性アスベストは、その適正処理のため、都の処分場での受入れを引続き継続してい

くべきである。 

 

   イ 産業廃棄物の適正処理の促進 

     非飛散性アスベスト、廃石膏ボードについては、分別や適正処理について、建設リサイ

クル法所管部局との連携や、産廃Ｇメンの活用等により、周知徹底を図るべきである。 

     不法投棄の撲滅に向け、不法投棄させないための仕組みづくりを強化するべきである。

不法投棄の実態把握に努め、近隣の自治体や関係団体等と連携し、解体現場への立入や元

請業者への指導を徹底強化するべきである。 

 

   ウ 一般廃棄物の適正処理の促進 

     ガスボンベ、ライター等の危険物や在宅医療廃棄物、廃蛍光管・乾電池等の適正処理を

促進するとともに、資源ごみの抜き取り事業者に対する対策の強化、また、地上デジタル

放送開始に伴う廃テレビの不法投棄防止などのために、区市町村や近隣自治体、関係団体

との連携を密にし、情報共有を図るとともに、適切な対策を講じていくべきである。 

 

   エ 廃棄物処理施設の適切な管理運営 

     今後、東京港内に新たな埋立処分場の空間を確保することは困難であり、現在の処分場

をより長く大切に使っていく必要がある。都の埋立処分場に係る環境負荷を最小限に抑え、

また、維持管理のための負担を最小限に抑えるために、引続き努力していかなければなら

ない。 

     廃棄物の最終的な受入れ先である埋立処分場の現状、様々な取組について、廃棄物を排

出している都民や事業者に正しく理解される必要がある。都の処分場のみならず、多摩、

島しょの埋立処分場等とも連携し、埋立処分場からの情報発信に積極的に取り組むべきで

ある。 

     区市町村が設置するリサイクル施設については、複数自治体が連携した広域処理により、

より効率的な運営ができるよう、必要な指導助言を行っていくべきである。 
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 （３）静脈ビジネスの発展の促進 

   ア 優良な処理業者が優位に立てる環境づくり 

     廃棄物が適正に処理されるためには、排出事業者が優良な処理業者・リサイクル業者と

処理契約を締結し、静脈ビジネスの発展のための環境づくりをしていく必要がある。 

     都は排出事業者に対して排出者責任の徹底、適正処理・リサイクルのための必要な適正

コストの負担等、意識啓発を図るべきである。 

     処理業者、リサイクル業者に対しては、処理料金のダンピングの実態、適正処理のため

に必要なコストの把握等のため、事業者の規模や営業形態、処理・運搬レベルに対応した価

格帯等、業界構造・実態の把握に努めるべきである。また、廃棄物処理の透明性を高める

ために、事業者自らが排出事業者や都民に対し積極的に自社の情報を発信するよう働きか

けていくべきである。 

     都は静脈ビジネスの発展のために、廃棄物処理業者、リサイクル業者が、単に廃棄物を

処理する受身的な事業者にとどまらず、環境ビジネス基盤を担う専門家として自立できる

よう、報告・公表制度や多量排出事業者の産業廃棄物処理計画書、第三者評価制度、再生

事業者登録制度等を活用し、排出事業者、処理業者、リサイクル業者それぞれの取組を推

進していくべきである。 

     また、第三者評価制度は、国の優良性評価制度との適合・検証を含め、更新手続きの際

の簡略化や手数料の値下げ等、認定制度の内容について検証を行うべきである。 

 

   イ スーパーエコタウン事業の推進 

     都は臨海部において、民間事業者が主体となり廃棄物処理・リサイクル施設を整備する

スーパーエコタウン事業を進めてきた。 

     稼動に向け準備中の１施設について、円滑な事業計画の推進に努めるとともに、残りの

１．５ヘクタールの事業用地についても経済状況等を見極めながら必要なリサイクル施設

の誘致をしていくべきである。 

     円滑な事業運営が推進できるよう必要な調整を行っていくとともに、これらの民間事業

者による事業の成果を、先進的な取組事例として、国内外に向け積極的に情報発信してい

くべきである。 

 

   ウ 共同技術研究の実施、国際協力の推進 

     ３Ｒ施策や適正処理を促進、静脈ビジネスの発展を促進するためには、廃棄物処理技術、

リサイクル技術の高度化を促進していく必要がある。 

     都は、廃棄物処理技術、リサイクル技術の高度化を図るため、大学や産業界、研究機関
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等と連携し、産学公それぞれの強みを相互に活かした共同技術研究調査等を実施していく

べきである。 

     また、現在、都が保有・蓄積している技術や知識について海外に向け積極的に情報発信

するなど、国際協力を推進するべきである。 
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