
論点整理案（静脈ビジネスの健全な発展の促進） 
 

＜基本的考え方（案）＞ 

 廃棄物の適正処理を徹底し、リサイクルを一層促進するためには、不適正処理を行
う事業者が排除され、環境への影響に配慮した優れた取組を行う廃棄物・リサイクル
事業者が静脈ビジネスとして健全に発展していくことが求められる。 

 そのために都は、業界の実態把握に努め、不適正処理の排除、優良化の取組を推進
していく必要がある。 

 特に排出事業者に対しては、廃棄物の適正処理や適切な処理コスト負担など排出者
責任を徹底し、適正な廃棄物処理を促していく。 

 

＜具体的な施策の方向（案）＞ 

１ 静脈ビジネスの健全な発展の促進 
（１）排出事業者に向けた対策 
   ・適正処理に対する知識、意識の向上 
   ・第三者評価制度の認知度向上 
 
（２）処理業者に向けた対策 
   ・業界の実態把握 
   ・第三者評価制度に係る現行制度の検証 
   ・小規模事業者の優良化促進策の検討 
 
（３）リサイクル業界の健全な発展の促進 
   ・廃棄物再生事業者登録制度の活用 
   ・資源ごみ抜き取り行為などの排除 

 

２ 資源循環・廃棄物処理技術の高度化 

  現在、都が保有、蓄積している技術や知識を次世代に着実に継承するとともに、
関係各機関との連携を強化し、資源循環・廃棄物処理技術の高度化を図っていく必
要があるのではないか。 
 （１）スーパーエコタウン事業の推進 
    スーパーエコタウンにおける先進的な廃棄物処理・リサイクル事業を広く情

報発信するなどにより、東京の静脈ビジネス全体の健全な発展を促していく。 
   ・先進的な廃棄物処理、リサイクル施設の整備促進 

資料２ 



   ・各施設の先進的な廃棄物処理、リサイクルに係る取組や温室効果ガスの削減
効果など、外部に向け積極的に情報発信していく必要があるのではないか。 

 
 （２）産学官連携による共同技術研究の実施、強化 
 ・都及び関係機関、民間事業者、研究機関等と連携協力を図っていく必要があ
るのではないか。 

 
 （３）資源循環技術の国際プロモーション 
 ・東京の情報発信機能を強化し、海外へ向け、積極的に情報発信していく必要
があるのではないか。 

 



（参考１）廃棄物処理業の売上高、従事者数の動向 

（総務省統計局サービス産業動向調査より） 
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 ※本調査は平成２０年７月より開始された。 

 ※総務省資料より環境局作成 

 

「売上高」：サービス産業を主産業とする事業所において、サービスの提供や物品の販売の対価

として得られたもの（消費税等の間接税を含む。）で、仕入高や給与などの経費を差し引く前の

金額。事業所の主産業以外の売上高（（例）手数料、販売代、賃貸料）も含まれている。 

 

「事業従事者」：当該事業所で実際に働いている人。（「派遣又は下請として他の会社など別経

営の事業所で働いている人」を含まず、「派遣又は下請として他の会社など別経営の事業所から

来てこの事業所で働いている人」を含む。） 

 

売上高 

従事者数 



（参考２）第三者評価制度について 
 
１ 制度の目的 
 （１）健全な産業廃棄物処理・リサイクルビジネスの発展 

 （２）優良な処理業者の育成と適正処理の推進 

 （３）排出事業者に信頼できる処理業者情報の提供 
 
２ 制度の概要 
  産業廃棄物処理業者の任意の申請に基づき、適正処理、資源化及び環境に与える
負荷の少ない取組を行っている優良な業者を、第三者評価機関が評価・認定する制
度。 

 
３ 平成２２年度の申請受付等 
（１）申請受付 
    平成２２年５月１７日（月）から７月１６日（金）まで 
 
 （２）処理業者向け説明会の開催 

 日 程 参加事業者数 
第１回 ４月２６日（月） ３８社 

第２回 ５月１１日（火） ６７社 

第３回 ５月２６日（水） １４２社 

第４回 ６月１６日（水） ２２７社 

計   ４７４社 

   ※参加事業者は未確定値。 
 
 （３）認定事業者向けフォローアップ研修の実施 

 日 程 参加事業者数 
第１回 ６月２日（水） ８９社 

第２回 ６月４日（金） ９１社 

計  １８０社 

   ※平成２１年度の認定事業者数は１８３社 
 
 （４）その他 

排出事業者向けの説明会は別途実施する予定。 
 



（参考３）東京スーパーエコタウン事業施設見学会等 

 

１ 都が主催する施設見学会の実施 

 （１）目的 

    スーパーエコタウン事業の成果を広く情報発信し、リサイクル意識の向上と
先進的な廃棄物処理・リサイクル技術の普及を図る。 

 （２）開催回数、参加人数 

 平成 19年度 平成 20年度 平成 21年度 
開催回数 ２０回 ２０回 ２０回 
参加人数 ７５５人 ６４４人 ６０１人 

    ※１日３施設を見学。参加費は無料。 

 （３）その他 

    ・上記以外に、行政視察等の対応も対応。 

    ・各事業者は、都が開催する見学会とは別に、個別の施設見学にも対応。 

 

２ 温室効果ガス削減効果の算定についての取組 

  東京スーパーエコタウンの各事業者による、各施設の廃棄物処理に伴う温室効果
ガスの削減効果について試算を行う予定。 

 （１）各施設からの温室効果ガス排出量の算定 

 （２）廃棄物を通常実施される方法で処理した場合（オリジナルケース）の温室効
果ガス排出量の算定 

 

３ 東京スーパーエコタウン施設における処理量等 

                              （単位：千トン） 

 
 
 
 
 
                         （単位：億円） 

 
 

 平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 
処理量 ４９９ ４８２ ６６０ 

 平成１９年度期 平成２０年度期 
売上高 １３１ １３４ 

※８施設の合計値（日本環境安全事業（株）を除く） 
※成友興業（株）が平成２１年７月から稼動。 

※７施設の合計値（日本環境安全事業（株）、成友興業（株）を除く） 



（参考４）廃棄物再生事業者登録制度 

 

１ 制度の目的 

  優良な再生事業者の育成と活用、市町村における一般廃棄物の再生に関する必要
な協力体制の整備 

 

２ 制度内容 

現に廃棄物の再生を業として営んでおり、基準に適合する者は、都道府県知事の
登録を受けることができる（根拠規定：廃棄物処理法第２０条の２）。 

 

３ 主な登録の要件（廃棄物再生事業者の登録に関する要綱第３） 

・廃棄物の飛散、流出、地下浸透、悪臭発生のおそれのない保管施設を有すること 

・都民の健康と安全を確保する環境に関する条例に適合して、廃棄物の再生に適す
る施設を有すること 

古紙の再生を行

う場合 
選別した古紙を輸送に適するように圧縮し、梱包する施設 

金属くずの再生

を行う場合 

選別機、アルミ選別機、風力選別機、慣性選別機、ふるい選別機等

の再生の目的となる金属を適正選別する施設及び再生の目的となる

金属を含む廃棄物を切断、破砕、圧縮等の加工をする施設 

空き瓶等の再生

を行う場合 

カレットを色別に適正に選別する施設及びカレットから不純物を選

別し除去する施設並びにリターナブル瓶を選別する施設 

古繊維の再生を

行う場合 
選別した古繊維をウエスとして利用するために裁断する施設 

・事業を的確に、かつ継続して行うに足りる経済的基礎を有すること 
 

４ 登録事業者数の推移（累計） 

 平成20年4月1日現在 平成21年4月1日現在 平成22年4月1日現在 

登録事業者数 ２８２件 ２８８件 ３０９件 

 

５ その他 

登録後は、定期的な立入を行うとともに、３年ごとに実績報告を求めている。



（参考５）資源ごみの抜き取りについて 

１ 資源ごみ抜き取りの状況（平成２０年度） 

  

都内区市町村における資源ごみ抜き取りの有無

無　5

有　32

不明　25

 

 

２ 抜き取り防止条例の有無 
 区部 多摩地域 島しょ地域 

無 ７ ２６ ９ 

有 １６ ４ ０ 

集団回収も対象としている ５ ３ － 

罰則規定有 １３ １  － 

氏名等の公表 ４ ０ － 

 

 

罰金または過料 １１ １ － 

（参考）世田谷区が条例に基づき古紙持ち去り事業者を告発、平成２０年７月、最高裁に

おいて有罪が確定。 

 

３ 抜き取りに対する対策 
区部 多摩地域 島しょ地域 

  
行政回収 集団回収 行政回収 集団回収 行政回収 集団回収 

講じていない １ ７ ５ ２０ ９ ４ 

講じている ２１ １５ ２５ ３ ０ ０ 

未回答 １ １ ５ ７ ０ ５ 

※抜き取り防止対策の内容：張り紙による警告、ネットシート、見張り立ち、パトロール等



（参考６）産業廃棄物処理技術の高度化促進 

 
環境への負荷の少ない廃棄物処理・リサイクル技術の開発促進や、先進的な事業者
の育成を図るため、相談事業、実証研究支援、情報発信の３分野からなる技術開発支
援センター機能の整備をすすめている。 
 
【イメージ】 
 
 
 
 
 
 
 
 
①相談事業（平成２０年度から実施） 

 ・対  象：都内に処理施設又は積替え・保管施設を有する産業廃棄物処理事業者 

 ・相談内容：処理施設についての施設改善（再資源化率の向上・処理システムの改善・公

害防止設備の改善等）、維持管理や保管基準等に関すること。 

 ・相談主体：（財）東京都環境整備公社 

 ・相談件数：現地相談（現地調査の上、報告書送付） ８件 

  （累計） 簡易相談（電話又は面談による相談） ３２件 

 ・相 談 料：無料 

 
②実証研究支援（平成２０年度から実施） 

 ・内容：処理業者等が実施する廃棄物処理及びリサイクルに係る実証研究に対して支援を

行う。 

 ・対象事業者：高俊興業株式会社 

 ・研究テーマ：人工芝リサイクルシステムに関する技術開発の実証研究 

 ・選 定 理 由：全国で年間約１００万㎡発生し、埋立処分が主となっている廃人工芝のリ

サイクル技術が開発されることにより、最終処分量の削減など、廃棄物対策

に資することが見込まれる。 

 ・研 究 場 所：東京都環境科学研究所中防分室内の実験用スペース 

 
③情報発信（平成２１年度から実施） 

 廃棄物処理及びリサイクルに関する技術情報、各業界の動き、各種行政情報を発信し、排

出事業者及び処理業者が適正処理を行うための判断材料を提供。 

①相談事業 

②実証研究支援 ③情報発信 

技術開発支援 
センター機能 



（参考７）実証研究支援について（（財）東京都環境整備公社ＨＰより） 
 

人工芝リサイクルシステムに関する技術開発の実証研究 

 

【実施者】 

高俊興業株式会社（中野区新井 1-11-2  03-3389-8172） 

高俊技術開発研究所（東京都環境科学研究所 中防庁舎内） 

（連絡先：大音 主任研究員 03-5579-6691） 

 

1 実証研究の背景（人工芝の処分） 

近年、国内にロングパイル人工芝が導入され、日本サッカー協会等のスポーツ団体の推奨もあり、

運動場では以前のショートパイル人工芝に替わりロングパイル人工芝の施設が増加している。現在、

張り替えにより不要となった古い人工芝の処分は、粗破砕により最終処分場に埋め立てられている

が、今後は導入時のロングパイル人工芝も耐用年数を迎えることもあり、人工芝のリサイクル処分

が業界関係者より強く求められている。  

2 実証研究計画 

(1)第 1 期（平成 21 年度） 

・砂とゴムの混合物（充填剤）の分離試験  

(2)第 2 期（平成 22 年度） 

・ロングパイル人工芝からの砂及びゴムの分離試験 

・ロングパイル人工芝の芝草部分の切断試験  

3 第 1 期（平成 21 年度）報告 

人工芝の緩衝材として充填されている砂とゴムの混合物が分離可能であるかを比重差選別機と振

動ふるい選別機により行った。  

 

比重差選別機 

 

振動ふるい選別機 



(1) 砂の分離 

砂は比重差選別機により比重差重量物及び比重差細粒物としてクリーンな砂が回収できた。回

収率は 80％～85％であった。残りの砂は振動篩下物にゴム粉、ダストを含む砂として排出した。

充填材の砂としての再利用は十分可能であった  

(2) ゴムの分離 

ゴムは振動ふるい選別機により振動ふるい中間物として回収された。純度は約９５％であった。

0.7mm 以下のゴム粉が約３％振動ふるいのふるい下物に排出された。また、試験用サンプル

に含まれていたバッキング材の破片がゴムに混入した。バッキング材の混入は、廃人工芝の劣

化によるものであった。  

 

投入物（砂・ゴム混合物）  

比重差軽量物（ふるい上） 

 

比重差細粒物  

比重差重量物 

(3) 最適運転条件 

比重選別機のデッキ角度及び送風量を変化させ、砂とゴムの分離が可能かを実験した。砂とゴ

ムの分離は可能であり、さらに最適な運転条件はデッキ角度 13 度、送風量 30Hz であった。  

 



(4) まとめ 

本試験に使用した選別試験機は、食品用の選別に主に使用されていた比重差選別機を、リサイ

クル選別用に改良されたものである。今回の選別試験の結果では、砂・ゴム混合物の単体分離

が可能であることが分かった。実用機として有効と考えられる。  

4 第 2 期（平成 22 年度）予定 

実験機の試作を行い、ロングパイル人工芝からの充填剤の分離回収試験と芝草部の切断試験を行

う予定である。実験機は人工芝から芝草、砂、ゴムの分離を一連の流れで行う装置を検討中であ

る。  

 

 



（参考８）Ｃ４０ ロンドン廃棄物ワークショップにおける報告 

C40 London Waste Workshop （Ｃ40ニュースレターより） 
         Boris Johnson the Mayor of London officially opened the C40 London 

Waste Workshop in City Hall on Monday 22 March. This was the 

beginning of a three-day meeting of major cities, sharing ideas about 

how to minimise rubbish, boost recycling and also examining the 

latest technologies for managing waste. 

During the conference, San Francisco - which has a high recycling rate – presented on 

achieving zero waste going to landfill and New York presented on solutions to the challenges 

of recycling in flats and high density urban environments. Mexico City shared its experience 

of transforming its recycling system which has traditionally been dominated by people 

picking rubbish off landfill sites and the social challenges this has brought. Tokyo presented 

new technologies such as pyrolysis and their 'super eco town'. 

London presented its waste action plan and how the city is planning to manage its rubbish 

as efficiently as possible, including extracting energy from waste. 

Boris Johnson said: 'I am delighted to welcome cities from across the world to our great 

metropolis. This workshop is a super opportunity for international collaboration on an issue 

that we all have in common – our rubbish. It offers cities the opportunity to find out about 

cutting-edge technologies and strategies that really work so we can cut the amount of 

rubbish going to landfill, save money and help our environment.’ 

For further information and to download presentations from the event please 

visit:www.c40cities.org/londonwasteworkshop 

 

（仮訳）3月 22 日（月）、ロンドン市長のボリス・ジョンソン氏により C40 ロンドン廃棄物ワークショ

ップが開幕した。この WS は、主要都市が集まり、廃棄物削減、リサイクルの推進、そして廃棄物管理

に関する最新の技術を議論する 3日間のイベントである。 

会議ではリサイクル率の高いサンフランシスコが、埋立地への廃棄物移送をゼロにする取組みについ

て発表し、ニューヨークが集合住宅（アパート）や密集都市部におけるリサイクルの課題解決について

発表した。メキシコシティはリサイクルのシステムの転換について、人々が埋立地からゴミを拾い集め

ていた従来の状況と、そこから発生した社会問題についての経験を発表した。東京は熱分解などの新技

術や、スーパーエコタウンの取組みについてプレゼンテーションを行った。 

ロンドンは、市の「廃棄物アクションプラン」について発表し、廃棄物からのエネルギー回収も含め、

廃棄物をいかに効率的に管理するかを述べた。 

 ボリス・ジョンソン氏は、「世界中の都市の皆様がロンドンに来てくださって非常に光栄である。こ

のワークショップは、我々が共通してかかえている廃棄物問題に関して、国際間の協力を得るための最

高の機会である。この WS は、埋立地に送る廃棄物を減少させ、コスト削減し環境を配慮するための最

新の技術（テクノロジー）と政策（ストラテジー）について知る機会である。」とコメントした。 

ワークショップの詳細 http://www.c40cities.org/londonwasteworkshop 

 


