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             場所：東京都庁第一本庁舎33階北側 特別会議室N6 
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東京都廃棄物審議会計画部会（第５回） 

平成１８年２月７日（火） 

 

 

【小泉部会長】  定刻になりましたので、第５回東京都廃棄物審議会を開催いたします。

本日は雪で足元が悪い中お集まりいただきまして、まことにありがとうございました。 

 それでは、審議に先立ちまして、事務局から確認事項をお願いします。 

【中村計画課長】  初めに、本日の出欠状況についてお知らせいたします。細田部会長

代理、北村委員、薗田委員、安井委員につきましては、本日、ご都合によりましてご欠席

と承っております。それから広瀬委員につきましては出席ということでございますが、若

干おくれていらっしゃるということでございます。 

 ただいまご出席の委員数は９名ということで、部会委員総数１４名の過半数に達してお

りまして、定足数を満たしていることをご報告いたします。 

 続きまして、お手元の資料の確認をさせていただきます。会議次第、座席表、委員名簿、

資料１「第４回計画部会での主な意見」、資料２「中間のまとめ（案）」でございます。別

添資料といたしまして、「体系イメージの中間のまとめ（案）」、これはＡ３のものでござい

ます。 

 事務局からは以上でございます。 

【小泉部会長】  それでは、これより本日の議事に入りたいと思います。前回の部会で

は、中間のまとめの骨子（案）について、さまざまなご意見をいただきました。本日は、

あさっての総会に報告する中間のまとめ（案）、これをとりまとめていきたいと思います。 

 まず、審議に先立ちまして、前回の議論のまとめと、それを踏まえた中間のまとめの草

稿を事務局で用意してもらいましたので、まずはこの説明をお願いいたします。 

【中村計画課長】  では、座ったまま説明させていただきます。資料１は、前回の計画

部会での主なご意見をまとめたものでございまして、説明のほうは省略をさせていただき

まして、ご確認をいただきながらご議論していただければと思っております。資料２のほ

うが、今日のメインの資料でございまして、前回、骨子（案）をお出しいたしましたけれ

ども、前回の部会でのご意見を踏まえまして、文章化をさせていただきました。また、構

成につきましても、前回のご意見を踏まえて、かなり変更してございます。 

 なお、ご意見の中には、全体の中で若干修正し切れなかったものもございますけれども、
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おおよそご意見に沿ったような形で修正させていただいております。 

 それではまず１枚お開きいただきまして、目次でございます。これは前回と構成を大分

変えまして、特に第２章のほうで基本的考え方をまとめております。前回、推進方策も含

めてまとめるというお話もございましたので、第２章の基本的考え方の中で全体をまとめ

ていくという形でございまして、それに基づいて、第１章のほうは、現行計画策定後の動

きと課題に限って出させていただいたという形でございます。 

 それから、前回網羅的に通し番号を付けてしまいましたけれども、「施策の目指すべき方

向」を３に持ってきまして、それとの関係は後でご説明させていただきますけれども、「計

画期間中の目標」も４に持ってきまして、その目標、あるいは「施策の目指すべき方向」

を踏まえた主要施策を５でまとめて書いたという構成にしてございます。３本柱は（１）、

（２）、（３）というような形の構成にしてございます。 

 それでは、１ページからご説明をさせていただきます。 

 まず、１ページでございますけれども、今、申し上げましたように、これまでの都の施

策と今後の課題という形でまとめさせていただきまして、計画の位置づけとか、あるいは

計画の体系は第２章でまとめているという形でございます。（１）の現行計画策定後の動き

につきましては、ご意見もございましたように、成果も若干記述させていただく形でまと

めてございます。２行目にございますように、「計画に定められた施策は着実に進展してき

ている」というところで、「これまで東京都は」ということで、私どものこれまで行ってき

た施策を書かせていただいているという形でございます。 

 それから、一番下の２行にございますように、「循環型社会への変革という理念の実現に

向け、大都市東京は一歩一歩ではあるが確実に前進しつつある」というような書き方にさ

せていただいております。現行計画策定後の動きは、内容的には前回の骨子とそれほど変

わっておりませんけれども、こんな形で文章化させていただいたということでございます。 

 続きまして２ページでございます。 

 ２ページにつきましては、主要課題について５年間で取り組むべきものと、中長期的に

取り組むべきものがわかるようにしてほしいというご意見もございましたので、課題の中

でそれを書き込んでおります。 

 まず、前書きのところで、３行目でございますけれども、「新たな課題に対して、できる

だけ速やかに対処していく」、これが１点と、それからもう一つは、「計画期間内だけで解

決困難であり、中長期的なビジョンを持って腰をすえて取り組むべき課題にも、積極的に
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着手していかなければならない」という二つを書いておりまして、課題の１から６の間で

具体的に示しているということでございます。 

 例えば課題１は、これは中長期的なビジョンをもってという課題でございますので、一

番最後の段落で、「中長期的に生産や消費活動のあり方云々を目指して、今後計画期間５年

間で施策を進めていく必要がある」ということで、「中長期的なことを踏まえて、計画期間

内の施策を進めていくべき」という課題であるという書き方をしてございます。 

 それに対しまして課題２のほうは、２段落目でございますけれども、「今後計画期間の５

年間において」という形で、これは計画期間内の課題であるというような書き方をさせて

いただいております。課題の内容につきましては、前回の骨子と変えておりません。論旨

は全部同じでございます。ただ、書き方はこんな形で、ご意見を踏まえて明確にさせてい

ただいたということでございます。 

 続きまして４ページでございます。ここからが大分変えてしまったところでございます。 

 前回は、計画の基本理念を中心に第２章をつくっておりましたけれども、ここでは基本

理念のみならず、推進方策や位置づけを、東京が果たすべき役割としてまとめております。 

 （１）の「新たな計画の基本理念「循環型社会への変革」」のところでございますけれど

も、３行目にございますように、「引き続き基本理念に「循環型社会への変革」を掲げ、目

指すべき循環型社会の姿をできるだけ明確にし、そこに至る具体的な道筋を見すえて策定

されるべきである」という書き方にしてございます。 

 また、次の段落のなお書きのところでございますけれども、循環型社会を実現していく

イニシアチブを都がとっていく、そういう意味を加えるべきだというお話もございました

ので、「東京から循環型社会を実現していく施策を定めた計画としての性格をあわせ持つ

もの」という形で加えさせていただいております。 

 （２）の「目指すべき循環型社会の姿」でございますけれども、若干コンパクトにはし

ましたけれども、趣旨は変えてございません。なおかつ、少し加えさせていただいている

ところもございます。２段落目にございますように、「できる限り環境に負荷を与えずに、

物質を無駄なく利用し、循環利用していく仕組みづくりが重要」という点。「さらに重要な

のは、心の豊かさを大切にしていくことである。私たちは、そうした心の豊かさを次の世

代に語り継いでいかなくてはならない。」環境教育の心構えを発信していくというご意見も

ございましたので、その辺も踏まえまして、このような表現にさせていただいております。 

 「循環型社会のあり方」でございますけれども、そんなに大きくは変えてございません
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けれども、前書きにありますように、「資源が有効に利用され、廃棄物が適正に処理されて

いく社会」。具体的には黒ぽち二つという形で書いてございます。 

 一つ目はそれほど変えておりません。二つ目もそれほど変えておりませんけれども、最

後のところに、ご意見もありましたので、「安全で安心できる住みよい生活環境が保たれて

いる」というような記述をしてございます。 

 それから続きまして、「社会規範」のところでございまして、ここは前回は黒ぽちの中に

「こういう規範が定着している」というような書き方をしましたけれども、前文でまとめ

させていただいて、「以下に示す意識や行動が、社会における規範として定着している必要

がある」という書き方にさせていただきまして、以下、定着している状態を示していると

いう書き方にさせていただいております。 

 前回は、黒ぽちが４点だったんですけれども、分離させまして６点に分けております。

最初の二つをまず分けまして、生産者と製品を消費する者に分けまして書いてございます。

「生産者は製品を設計、提供するとともに、リサイクルや適正処理に責任を負っている」、

これは拡大生産者責任を意識した言葉としてつけ加えております。それから、これもご意

見がありましたので、「製品を消費する者」という形に変えてございます。「製品を消費す

る者は、そういう製品を進んで選択する」と変えてございます。 

 それから、真ん中の二つはそれほど変えてございません。若干、文章を直した程度でご

ざいます。 

 下の二つも分離をいたしまして、まずは「適正な処理を行うことが重視されている」と

いう１点と、もう一つは費用負担の話で、「必要な費用は、生産者や廃棄物の排出者が――

ここもご意見がありましたので加えて――公平かつ公正に負担するルールが確立してい

る」というようにしてございます。 

 これまでに掲げました目指すべき循環型社会の道筋を見すえて、都はこういう役割を果

たすべきだというのは、（３）に書いたところでございます。５ページの下のところは、前

回と変えてございません。 

 ここで若干書き込みをさせていただきましたのは、最後の段落のところで、「都は、自ら

も先駆的に取組ながら、広域の地方公共団体として強いリーダーシップを発揮し」という

一文を加えさせていただいております。「以下のように、関係各主体と協働して施策を展開

していくべきである」、協働して施策を展開する場合も、都は強いリーダーシップを発揮す

べきだという一文をつけ加えさせていただいております。 
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 それから、四角でかこったところが都の役割といいますか、果たしていくところでござ

いますけれども、新たに加えましたのが、一番下の○でございます。これは幾つかござい

まして、国へ提案するというのが一つ抜けているという話もございましたし、今後の廃棄

物の定義・区分のあり方、この辺も議論になるという話もございましたし、もう一つは、

有害廃棄物を散逸させない仕組み、こういうものも国に提言していくべきだというような

ご意見もございましたので、この辺を踏まえまして、下の○をつけ加えてございます。「現

行の法体系における問題を検証し、循環利用の推進という観点に立った廃棄物の定義・区

分のあり方や、有害な廃棄物を散逸させない仕組みの実現など新たな法制度の構築につい

て積極的に検討し、国に提案していく」、これが一つ、都の役割であるという形でつけ加え

させていただいております。 

 続きまして第３章「施策の目指すべき方向」でございます。 

 ここは、大きなところは変えてございませんけれども、幾つか書き込みをしてございま

す。 

 まず（１）の「発生抑制・リサイクルの促進」のところでございまして、バイオマス資

源について、施策の方向性を見せてほしいというご意見もございましたので、第１段落目、

リサイクルのところをもう少し詳しく書き加えまして、「これまでのリサイクルの取組に

加え、プラスチック廃棄物や建設泥土、バイオマス資源など、有効活用できるもののリサ

イクルを積極的に推進していくことは、自らが果たすべき社会的な責任であるという意識

を定着させていくべきである」というように、少し細かく書き加えさせていただいており

ます。 

 あと、「特に」の段落の最後のところでございますけれども、「さらには」というところ

でございますが、ここも加えてございます。これは、都も含め、発注者が再生品を使って

いくべきだというところのご意見がプラスチックのところでございましたので、プラスチ

ックに限らず、都も含めて、発注者がより積極的にリサイクルに努めていくことを記述し

たいということで、このような記述をさせていただいております。「さらには、廃棄物等を

発生させる事業やサービスを発注・購入する者に対しては、できるだけ環境に配慮した事

業やサービスを選択するよう促していくべきである」という一文を加えてございます。 

 （２）、（３）は、前回の骨子と趣旨は変えてございません。文章化したという形でござ

います。 

 続きまして９ページの第４章「計画の目指すべき目標」、これは前回までは一番後ろにつ
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いておりましたけれども、計画の目標ということで、これ以降の第５章との関係、あるい

は今の第３章との関係がはっきりしているような形で、ここに加えさせていただいており

ます。 

 すみません、先に１０ページの図をごらんいただきたいんですけれども、これで、第３

章の「施策の目指すべき方向」と、第４章の「計画の目指すべき目標」との関係を書いて

ございます。現行計画から新たなこの計画について、次のステージへ行くというイメージ

を持ってございます。そのときに、六つの主要課題を解決していく必要がありますけれど

も、これについては計画期間の５年間の中で解決していくものを解決していって、計画期

間中の目標、最終処分量の削減をまず達成していくというイメージ。それからもう一つは、

主要課題の中でも、先ほどご説明しましたように、中長期的なビジョンを持って着手して

いくものがあるということで、循環型社会に向かって、３章の目指すべき方向を踏まえた

形で、計画期間内で、計画期間中の目標の達成を目指していくというような、相互の関係

をこの図に示させていただいております。 

 これを踏まえて、すみません、お戻りいただきまして、９ページの「計画の目指すべき

目標」というように書いてございます。これは、前からお話しいたしているように、数値

的にはこれから１６年度のデータが出てきますので、これによって若干数値の動きはござ

いますけれども、現在の１５年度までの実績を踏まえた目標であると、一般廃棄物の埋め

立て処分場は約４０万トン、産業廃棄物につきましては約１２０万トン、合わせて約１６

０万トンを平成２２年度までに目指すという目標にしてございます。 

 続きまして１１ページでございます。１１ページからは、「計画に定めるべき主要施策」

をまとめてございます。 

 先ほど申し上げましたように、主要施策は一つの章にまとめまして、三つの柱ごとにわ

かりやすく記述をさせていただいたという形でございます。それが最初の段落に書いてい

る「三つの施策の柱ごとに」という形で、「主な施策を以下に掲げる」と。 

 あともう一つ、第２段落目で、計画で工程を示すことというようなご意見もございまし

たので、「計画期間内のいつまでに何を実現するのかを――答申ではなくて――計画の中

で明確に示すべき」という文章を入れさせていただいております。 

 （１）の「発生抑制・リサイクルの促進を図るための施策」でございますけれども、ま

ず、容器包装廃棄物のところでございますけれども、ここでは、ご意見の中で、都の取組

をもう少しきちんとアピールして書いてほしい、それからレジ袋等の取組もやられたので、
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それを踏まえた書き方ということでございましたので、最初に「レジ袋などの容器包装の

使用量の削減や」という形で書かせていただきまして、「都・区市町村は連携して、制度提

案を行ってきた。その提案を踏まえて、今般の国の審議会においてとりまとめがなされた」

という書き方をさせていただいております。これは、前回までの資料にお付けしましたよ

うな、都内区市町村で七つの提案というものをとりまとめて、国のほうに提案させていた

だいた中に入っている、発生抑制の、いわば容器包装の利用量の報告制度みたいな形を提

案させていただきましたので、それに記述をさせていただいております。 

 その制度は、これから国でつくられるわけですけれども、「この制度が有効に機能するよ

う、必要に応じて、国にさらなる働きかけを行っていく必要がある」という書き方にして

ございます。 

 以下は、「法令に基づく取組以外にも」という形で、骨子とほぼ同じような形で書かせて

いただいているところでございます。 

 続きまして１２ページでございます。家庭ごみの有料化につきましても、さまざまなご

意見が出まして書き込みをしてございますが、一つ大きく書き込んだところは２段落目で

ございます。「このため」のところでございまして、「東京都は、有料化の具体的導入方法、

併せて講じる施策やごみの減量効果などを調査・分析し」という言葉を入れさせていただ

いております。現在の状況をまず都が調査・分析する。それからそれを生かして区市町村

を支援していくというようなう書き方にさせていただいております。 

 それから、建物の長寿命化のところでございますけれども、ここも具体的記述が足らな

いということもございましたので、「中古市場の流通市場を活性化させていく」などと、こ

れは私どもの取組ではなくて、むしろほかの部局の取組ではございますけれども、現在、

こういう流れもございますので、これを具体的な取組として書かせていただいております。 

 それから１２ページの下のところの「環境教育・普及啓発の推進」は、これは全体を新

たに書き加えさせていただいたところでございます。私ども、これまでも埋立処分場の見

学会、あるいはキッズＩＳＯ事業などにおいて取組を行ってきたところでございまして、

これにつきましては子どもだけではなくて、都民や事業者、それから特に将来社会を担っ

ていく子どもたちが、積極的に循環型社会づくりに参加していくことが必要であるという

ような書き方にさせていただきまして、「今後ともそうした参加を促す取組を引き続き進

めていくべきである」というような記述をさせていただいております。これは全く新たに

加えたところでございます。 
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 それから、産業廃棄物のリサイクルの促進につきましては、ここは、細かいところは若

干修正しましたけれども、全体として骨子と趣旨は変わってございません。 

 続きまして１４ページでございます。建設泥土の利用拡大でございます。ここも、より

具体的に記述をというご意見がございましたので、記述をさせていただいております。特

に２段落目からでございますけれども、「建設泥土は、シールド工法によるトンネル工事や

杭基礎工事等から発生する泥状の土であり、改良を加えることで建設工事においての埋め

戻し材として活用することが可能である。そこで、建設業者に対して、工事現場内での一

層の有効利用を促していくべきである」、これが１点でございます。もう１点は、「他の公

共工事等において有効利用できるよう、廃棄物処理法の特例措置を積極的に活用する」と

いう形で、「有効利用を拡大していく」と、二つの記述をさせていただいております。 

 １５ページでございます。一般廃棄物のリサイクルの促進のところでございますけれど

も、これはご意見ではございませんけれども、私どもからの直しでございまして、ここで

発生抑制とリサイクルをごっちゃに書いてしまったところもございましたので、リサイク

ルに限って記述をしてございます。前回の答申でいただいた内容をそのまま記述をして、

リサイクルに限ったものとしてございます。マテリアル、サーマル、両方を進める区市町

村の取組を支援していくべきだという書き方にしてございます。 

 それからあと、ごみの分別収集区分についてもご意見がございましたので、国がやるべ

きであるけれどもというお話もございましたので、「国における検討状況等も踏まえ、必要

な情報を区市町村に提供していくべきである」というのを加えてございます。 

 続きまして「区市町村に対する支援」ということで、最初の段落を加えてございます。

これも色々ご意見があり、先ほどの都がリーダーシップをというところとも関連するとこ

ろでございますので、最初の段落を加えてございます。都に対しては区市町村も期待をし

ておるということで、「積極的に区市町村と連携して課題解決に取り組んでいくことが重

要である」という記述を加えさせていただいております。 

 それから「発生抑制・リサイクルに関する支援」の最初の段落ですけれども、ここも若

干具体的にということで、「区市町村が事業者等の協力を求める際に、東京都からも関係団

体等に強く働きかける」というような記述を加えさせていただいております。 

 続きまして１６ページは、前回の骨子（案）とほぼ同じような形の趣旨で書かせていた

だいております。 

 １７ページの（２）、環境リスクの軽減の施策でございますけれども、ここもアのところ
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は前回とほぼ同じ形で書かせていただいておりますが、イの最初の３行分ぐらいを説明と

して加えさせていただいております。「産業廃棄物の不法投棄があとを絶たない背景とし

て、建物の解体工事から廃棄物の一部が運搬の途中で違法なルートに流れる事例がある」、

その辺のところを少し加えさせていただいておるところでございます。意味としては、前

回の骨子と変えてございません。 

 続きまして１８ページ以降でございますけれども、１８ページは、報告・公表制度は若

干修文をさせていただきました。意味は全く変えてございません。報告・公表制度は、既

に昨年９月から施行されておりますけれども、一番下にございますように、「両制度――両

制度というのは排出事業者と処理業者両方の報告・公表制度――の円滑な普及を図ってい

くことで、不適正処理の未然防止に努めていくべきである」というような、まとめた書き

方にさせていただいているというところでございます。 

 １９ページの上の二つも、基本的には変えてございません。「広域的な不法投棄対策の充

実」のところで、原状回復というお話もございましたが、なかなか難しいだろうけれども

というお話もございましたので、建設廃棄物の再資源化命令、これは建設リサイクル法に

基づくものでございますけれども、これは今、８都県市で連携して始めようということで

行っておりますので、この記述を加えさせていただいております。 

 続きまして２０ページ（３）のところはいろいろご議論あったんですけれども、基本的

には骨子（案）と趣旨は変えないような形で記述をさせていただいております。 

 それから、今日は部会でございますけれども、あさって、また総会を開かせていただき

ます。後ろの資料につきましてはもう一度整理をさせていただくつもりでございますけれ

ども、今日のところはこんな形で資料をつけさせていただいたというのをご紹介させてい

ただきます。 

 ２２ページのところは、計画目標値を前のほうに数値だけ持っていきましたので、その

内容については２２ページ、それから目標設定方法については２３、２４と、後ろのほう

でまとめさせていただいているという形でございます。 

 参考資料、２５ページからでございますけれども、基本的には２７ページは一般廃棄物

関係、それから、３０ページは産業廃棄物関係。３番からは、この施策に合わすような形

で、３３ページは発生抑制・リサイクルの促進の参考資料。それから、３７ページは、今

度は環境リスクの軽減のところの資料。それからあと、４１ページは健全な廃棄物処理・

リサイクルビジネスの発展のところの資料という形でございます。 
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 それから、審議経過ということで４３ページ以降、諮問文と、委員名簿もございますけ

れども、これまでの部会の審議経過という形で付けさせていただいております。この後の

ほうにつきましては、今、申し上げましたように、若干ブラッシュアップをさせていただ

きまして、あさってお出ししようかと思っております。 

 私からの説明は以上でございます。 

【小泉部会長】  はい、どうもありがとうございました。 

 これまでの皆様方の貴重なご意見を踏まえて、今回、事務局のほうで中間のまとめ（案）

ということで、かなりめりはりのついた形でまとめていただいたと思います。 

 それで、今日、この中間まとめ（案）について議論いただきまして、あさっての総会に

これを審議していただきまして、その後パブリックコメントということで最終的なまとめ

に入っていくというプロセスをとることになると思います。 

 本日は、この中間のまとめ（案）についてこれからご審議いただくわけですが、時間を

ちょっと区切りまして、前半の１から、「これまでの東京都の施策と今後の課題」から、４

の「計画の目指すべき目標」、ページにいたしますと１ページから１０ページまでを先に議

論していきたいと思います。その後、後半の各主要施策を含めて議論していきたいと思い

ます。 

 まず、４まで、１０ページまでのところでご意見がございましたらお願いしたいと思い

ます。よろしくお願いします。いかがでしょうか。 

【野口委員】  一番最初のところなので、もしかすると最初に議論があったのかもしれ

ないので、そうだったら訂正していただきたいんですが、全計画の基本理念が、循環型社

会への変革で、今回新しく出されるものも基本理念は変わらないというところは、計画の

改訂だから変えないという方針だったのでしょうか。きょう、１０ページにいただいた図

を見ると、次のステップに行くんだと言われたときに、冠になる言葉が基本理念としては

変わっていない。どんどん充実していって、その先にあるものだというふうに、現行計画

策定後の動きのところで説明されているので、その基本理念自体は変わらないという方針

だろうとは思うんですが、そういう理解でよろしいでしょうか。 

【小泉部会長】  この図は、私も大分気に入っているんですけれども、３次曲線的な図

で、循環型社会を目指してこの後ぐっと行くよという意味で、今回の廃棄物処理計画が位

置づけられている、ここで力をためて、この後一気に循環型社会を目指していくんだとい

う、そういう意図のある図というふうに私も思っておりまして、なかなかいいかなと思っ
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ています。 

 ただ、この循環型社会の基本理念というのは、これは国の理念でもあるし、こういった

消費文明の先駆けである日本が世界に向けてやるべきそういう理念だと私も思っておりま

す。ただ、その辺は変わっていないといえば変わっていないと認識しております。 

【黒川委員】  現行計画以前のところが白いままでしょう。昔はどんなことが深刻で、

一つずつクリアしてきたかということがもう少しわかってもいいかなと思いますね。現行

計画を見ていると、白い箱の中で。 

【小泉部会長】  ホワイトボックスですよね。 

【黒川委員】  「こんなことを考えましょう」ということ自体がテーマだったんですね。

キーワードが何だったかとか言われると、少し難しい気がします。 

【中村計画課長】  ちょっとすみません。補足で。 

【小泉部会長】  どうぞ、お願いします。 

【中村計画課長】  現行計画は、法が変わったため、都道府県の廃棄物処理計画では初

めて、一廃、産廃を含めた計画になります。ただ、黒川先生おっしゃるように、状態とし

ては当然前の状態がございまして、全く仕事をしていなかったわけではございません。旧

清掃局時代もそうではなくて、仕事はしていたわけでございますので、いわば、我々がこ

こでステージを書いたのは、状態というか施策のレベルと言うんですか、一つ一つ積み上

げてきたと表現したかったものですから、こんな形で書かせていただいたところがござい

ます。 

【黒川委員】  絵は大変気に入っています。 

【野村委員】  これ全体をひっくるめて循環型社会という大きなタイトルがここからつ

きそうな気もするんですけど、いかがでしょうかね。今の１０ページの表ですね。ほんと

うに今、「循環型社会」と書いてあるところは、もう一つ何か、都さんがここまでやってこ

られたこと、これから先も含めて、何か言葉がありそうな気がするんですけど、これ全体

をひっくるめて循環型社会の活動じゃないんでしょうかね。 

【中村計画課長】  到達のレベルみたいな。 

【野村委員】  かもしれないですね。ここでいきなり循環型社会がぽんと出てくるのも、

何か。 

【野口委員】  徐々に進んではいるわけですよね。だから、変革からもう少し積極的に

「確立」とか。ほとんど変わらないとは思うんですけれども、今、全然進んでいないわけ
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ではないであろうので。 

【野村委員】  この１枚の絵は、大切な１枚だと思うんですね。 

【小泉部会長】  そうですね。はい、どうぞ。 

【渡邉委員】  私はこの１０ページのイメージ図、とても気に入っています。何が気に

入っているかといえば、一番最後に循環型社会の○の二つ目のところに、「安全・安心で住

みよい」というコンフォータブルな言葉を入れてもらったことにあります。安全とか安心

だけじゃなくて、住みよくなければ環境とはいわないし、それをつかさどることができる

唯一の行政当局は環境局だけなんですよね。ですから、そういったところに初めて目を向

けてくれた。ものが循環するだけじゃなくて、住みよい生活ができる。もっと言えば、も

っと書いてもらいたいことは、憲法２５条に言う、人の尊厳に値する生活ができるような

環境という意味なんですよね。 

 ですから、ちょっと場所が変わると、いろいろなところで、循環型がいいとか悪いとか

話をすることがありますけれども、循環を越えて、人間として、人間の尊厳に値するよう

な環境、つまり生存権を国が十分保障してくれる。つまり、環境権という言葉がよく言わ

れていますけれども、こういった言葉を意識した内容の循環型社会だ、こういうことの位

置づけになってもらいたいと思っているんです。 

 だから、今までそういうことがあまり意識されていなかったのが意識されるようになっ

たと見えて、ここに行けばすばらしい社会になると、事務局がつくってくれたこのイメー

ジ図、特に政策の目指すべき方向としての位置づけだから、とても気に入っています。今

言ったみたいな、わかりやすい表現が入ってくれば、とてもいいですね。私は「快適」と

いう言葉を使ったけれども、「住みよい」というだれでもわかる言葉に置きかえてもらった

ので、とてもいいなと思って、気に入っております。 

【小泉部会長】  どうもありがとうございます。ただいまのご意見もありますので、こ

ういった方向性ということでの図であるということで、おそらくこの図が、ある意味で歩

いていくと思うんですね。そのときに、循環型というものが打ち出してあるほうがアピー

ルすると思いますので、この図でまいりたいと思います。現行計画以前というのもあるん

ですが、これを書き出すと、おそらくたくさん出てきて、逆に言うと、過去に足を引っ張

られる可能性もありますので、あえてホワイトボックスという形だと私は認識しておりま

すので、ご議論はありましたがこの図でまいりたいと思いますがいかがでしょうか。 

【渡邉委員】  経済発展が重視された社会なんてなるのかな。書くとすればね。環境が
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萎縮された社会とか、こんなのはどうでしょうか。 

【小泉部会長】  どうもありがとうございました。 

 そのほかのところでいかがでしょうか。はいどうぞ、崎田委員。 

【崎田委員】  今の前向きな姿勢で、１０ページは大変すばらしいと思うんですが、そ

の前の９ページのところの最終処分量の試算の数字がいろいろ出てくるんですが、例えば、

東京都の新海面処分場がどういう状態かみたいな話というのはここの中には出てこないん

ですが、そういう話は特に。もちろん、みんながどんどん最終処分量を減らしていけば、

今、３０年といわれているのが徐々に４０年になったりとか、数字が伸びていって、そう

すると市民の危機感がだんだんなくなっていくんじゃないかというのもあるのかもしれな

いんですが。それは、そういう意味で意識的にその辺の話は外していらっしゃるのかどう

か、ちょっとお伺いしたいところなんですが。 

【小泉部会長】  新海面の話が出ましたが、お願いします。 

【中村計画課長】  私どもの考え方は、何十年もつかというよりは、東京湾もそうです

し多摩地域もそうですけれども、もうそれ以降つくるのは非常に難しいというところでご

ざいます。ですから、あるから、何十年もつからいいということではなくて、新たにつく

るのはもう難しいんだというような記述がどこかに、たしか一廃のところですか、入れさ

せていただいたと思うんですけれども、１６ページの真ん中辺でございますけれども、こ

の辺でちょっと記述をさせていただいています。少し後になってしまったんですけれども、

真ん中辺で「埋立処分場は、限りある貴重な資源であり、区部においても、多摩地域、島

しょ地域においても新たに一般廃棄物の埋立処分場を確保することは非常に困難な状況に

ある。貴重な資源である埋め立て処分場を可能な限り将来にわたって大切に使用していく

ため」というような形で記述をさせていただいております。問題意識としては、崎田委員

のおっしゃったようなことは入っていますけれども、延命化もそうですけれども、むしろ

新たに確保するのが非常に難しいという意識が非常に大きいところかと思っております。 

【崎田委員】  循環型社会を積極的につくっていこうというときには、もちろん前向き

な議論でいいんですけれども、廃棄物処理計画という押さえのところの話なので、そうい

うところがもう少しペーパー的に資料の中のどこかに入って、もちろん、あと何年もつみ

たいな計算の仕方は、もう必要のない計算ですのでいいんですけれども、そういう状況が、

最後の危機感というか、その辺のところが一つ明確に出ているのも必要かなと思いまして、

ちょっと発言させていただきました。 
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【小泉部会長】  確かに、新海面の話はなかなか、例えばほんとうに、今の航路とかそ

ういうものを前提にしたら、あれ以上には埋立処分場をつくることはできないというぎり

ぎりの大きさですよね。 

 私がちょっと気になっているのは、神戸の地震のときにフェニックス計画というのがあ

って、そういう処分場があったために、がれきを一時そこに置くことができた。そういう

意味では、何か事があったときに処分場があるというのは非常に重要なことであって、今

度、来るべき――来るべきというか、来ないほうがいいんですが――関東大震災の再来が

あったときには、試算では、神奈川、東京、埼玉――千葉は入っていないんですが――そ

こで８,０００万トンのがれきが出ると言われていまして、そういうのがあったとたんに、

例えば残余年数何年ともし言っていても、すぐなくなってしまう、そういうリスクもある

なという気がいたしまして、残余年数が数年というのはインパクトあるんですが、意外と

新海面の場合はもうちょっと長いレンジですので、その辺が難しいですよね。崎田委員の

おっしゃる意味はよく理解できるんですけれども、今、そういう状況であるという認識に

私も立っています。 

【辰巳委員】  私もこの部分がちょっと気になったというか、インパクトが少な過ぎる

と思ったんですね。もう少し、この数量だけで「ああ、半減が目標なんだ」ということし

か、この中ではとらえ切れないので、この最終処分量を減らすということが非常に大事な

ことであると思うんですね。そのために、リード文のところでもよろしいんですけれども、

もう少しインパクトのあるような書き方というのがあるんじゃないか。 

 私はちょっと浅はかでしたから、これでどのぐらい延命できるかとか、そういう話でも

書いてもらえればいいのかとちょっと思ったりしたんですけど、今のお話を聞いていて、

それは違っているなと思いましたが、今後、新たにつくることができないということをき

ちっとここで訴えていただければ。そのために削減することが非常に大事だということを

もう少し強く訴えられるようにしていただきたいと、私も全く同感いたしましたので。 

【小泉部会長】  はい、渡邉委員。 

【渡邉委員】  今、あと何年もつかという話からごみ問題の危機を考えている、これは

当然なんだと思う。そのほかに私は、一都民としてというか、私らの勉強会の中でもよく

出るんですが、危機感をあおる、あおるということが悪いと、危機感を持っているのは、

ごみに何ぼお金をかけるかという話なんですよね。「悪いけど、お金、これだけかかるよ」

という話をもっと出していいのじゃないか。自分で直接負担していないから、なかなか見
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えにくいですけれども、１人当たり、赤ちゃんから老人まで、これぐらいのお金を負担し

ているんだよということが見える形になると違ってくるのかな。 

 そういう意味で、私は一貫して、計画の中に財政的な視点を入れてもらいたいというこ

とを言っているわけですが、いろいろ事情もあるんでしょう。でも、埋めるところがなく

なるよという話のほかに、このごみを処理するのにこれだけかかっているんだよというこ

とをアピールするような形のものになると、この万トンの処理をするのに、あるいは半減

するのにこれだけの行政コストがかかっているんですよということを、都民に示すことが

できれば、かなりのインパクトのあるものと、私は思っています。 

 後で、産廃のことにも関係するんですけれども、産業廃棄物の投棄とも関係するんです

が、普段何気なく捨てた。１人捨てた、２人捨てたのがだんだん積もり積もって、後から

だれかが見えないところで処理するところには、国民として豊島の事件でもどこでも見ら

れるがごとく、すさまじい行政コスト、税金がかかってしまう。そういうことのために、

行政コストということを出すべきでないかと思っております。 

【小泉部会長】  ありがとうございます。渡邉委員、終始コストの話はずっとお聞きし

ていますし、大分入れ込んであるとは思っておりますけれども、ご意見として承っておき

たいと思います。 

 そのほか、いかがでしょうか。崎田委員。 

【崎田委員】  先ほど、私の発言の後に、部会長がお話しされた災害廃棄物のお話なん

ですが、地震だけではなくて、地球温暖化の関係による異常気象がこれから続くというこ

とを考えると、そういう災害廃棄物みたいなことに対してどういうふうなビジョンを持っ

ているかみたいなことも書き込んでおいてもよろしいのではないかなと思うんですが。 

【小泉部会長】  そこはのりしろというものがあって、何と言いますか、私もずっと３

５年、計画をやってきていますけど、全部書いちゃうと「ああ、そんなもんか」というの

もあるんですね。だから、本来なら、そのときにはあまり評価されないことだけれども、

先人がある程度やったことが、後になって意外とよかったということは結構あるんですね。

ですから、その辺をどこまで書き込むのかというのがなかなか微妙なところがあると思っ

ています。 

 特にこの新海面については、特に東京都の最後の命綱、処分という意味ではそういうの

もあって、あまり書けないなというのがありましてね。 

 あと、災害廃棄物も、結局何千万トンっていろいろな委員会でははじくんですけど、下
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手すると数字が一人歩きするし、すごく微妙なところがございますね。 

 その辺のところが、ほんとうはどこまで書くのがいいのかというのは結構あると思いま

す。 

【中村計画課長】  少し補足をさせていただきまして、前にも少し申し上げたかもしれ

ないですけれども、がれきの処理については、東京都の地域防災計画の中でがれきの処理

を書く項がございますので、この廃棄物処理計画ではなくて、そちらのほうで記述してい

こうということでございます。地域防災計画は、たしか来年度修正になるはずでございま

すので、その中でがれきの処理については記述していくという形になろうかと思います。 

【小泉部会長】  それは環境局の中にあるんですか。 

【中村計画課長】  いや、全体を総務局でやってございます。私どもも一部加わらせて

いただいて。 

【小泉部会長】  数字的にはある程度確定はしてきているんですか。 

【中村計画課長】  過去にございます。何年かおきに修正を出しているという形でござ

います。 

【小泉部会長】  揺れ方によっても全然違っちゃいますね。 

【中村計画課長】  もちろん、関東大震災級か直下型かという、その被害想定によって

もまた対応が違いますので。その中で修正をかけてきているということでございます。 

【小泉部会長】  ありがとうございました。よろしいですか。 

【崎田委員】  わかりました。最近、都道府県や国のいろいろなところで，そういう対

応に関してきちんともっておくようにという言葉が、このごろ必ず入ってきますので、ち

ょっと気になって申し上げました。ありがとうございます。 

【小泉部会長】  どうもありがとうございました。 

 そのほかいかがでしょうか。渡邉委員、どうぞ。 

【渡邉委員】  ６ページになるんですか、今度は四角く、丸く囲んでくれたところの○

の一番下の部分ですけれども、事務局の説明にもあって、これが入って非常によくなった

と思っているんですね。特に、いろいろな廃棄物問題行政を市民の視点で見ていると、廃

棄物の定義があいまいだったり、あるいは行政当局もその定義について確たる自信を持て

ないで対応――言葉は悪いんですが――いろいろなことがあるものですから、産廃もどき、

あるいはものの流れの中から、廃棄物から「リサイクルだ」と言われると逃げ腰になって

しまうとか、そうせざるを得ない部分が出てくるとかというようなことが出てくるので、
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これがまた、地方から定義を見直ししようという話もあって、ぜひとも東京から発信して

もらいたいなと私は思っています。 

 この間の石原産業事件でも、表向きはリサイクルでやるんだというけれども、別な名目

で、開発費のコストで多額のものは出そうとしない。裏取引と一体になってああいった処

理が行われる。はっきり物が来てしまってからなものですから、行政も困ってしまってい

るというのを、実際、私ら市民は見ているわけですけれども、ぜひとも、ああいう逃げ道

のないような形の廃棄物の定義についてもそうだし、区分のあり方についてもぜひともや

ってもらいたい。 

 これ、ここに書いたから、おそらく東京都の環境局の廃棄物のほうでやってくれるんだ

なと思って、私は大きく期待していますし、市民の間の研究会でも宣伝するつもりでいま

すので、ぜひとも東京から発信してもらいたいなと思っています。これは非常にいいと思

っているので、期待しています。 

【小泉部会長】  どうもありがとうございました。そのほか、岡本委員、何かございま

すでしょうか。よろしいですか。中田委員は。 

【中田委員】  はい。４ページの（２）「目指すべき循環型社会の姿」、ここは私、好き

なんです。何か文章がいいなと思って。 

 循環型社会って、昔、江戸がそうだった、ものを大事にしてリサイクルしていく社会だ

ったというのがあるので、東京都もそうなったらいいなと思っていますので、２番は好き

です。 

【小泉部会長】  あと、広瀬委員、何かございますか。よろしいですか。野口委員、よ

ろしいでしょうか。 

【崎田委員】  すごく些細なことなのでちょっと申しわけないんですけど、５ページな

んですけれども、目指すべき社会のところを細かく分けていただいたということで、ちょ

っと気になったことがあるんですが、１ぽつ目が生産者で、２ぽつ目が消費者ということ

になっていて、拡大生産者責任や何かの場合、生産者と流通というか、販売店が両方入っ

てきたりするんですね。そういう意味で、３ぽつ目に流通が入ってくるんですけれども、

いわゆるスーパーマーケットとか販売店とか、あの辺が非常に循環型社会の、特に発生抑

制のところでは重要なので、１ぽつ、２ぽつを分けると、その辺の販売の役割みたいなの

がもうちょっと強いんじゃないかということがちょっと気になったんですが、いかがでし

ょうか。 



 -19-

【小泉部会長】  どうぞ。 

【中村計画課長】  すみません、言ってしまえば、提供のところで含めようかなという

気はしたんですが、確かに、生産者はというようになりますと、流通者を含めるような意

味にとれませんので、そこのところはちょっと検討させていただけますか。 

 ご意見の趣旨は非常によくわかります。 

【辰巳委員】  よろしいですか。生産者のところを事業者としてしまって、販売・生産

する人から流通からというふうに全部まとめてしまうという考え方もあり得ると思うんで

すね。そうすると、「生じさせない製品を設計、提供」のところで、流通の意味も入り得る

というふうに広げて考えればどうかなという気はするんですけどね。 

【中村計画課長】  昔よく使った言葉は、生産流通事業者というのを使いましたので、

そんなものかなと思いますけれども。 

【辰巳委員】  そうですね。わかりやすいですね。 

【小泉部会長】  はい、どうぞ。 

【渡邉委員】  今の意見に関連してですが、私は分けたほうがいいと思います。流通業

者の中には、生産者がコストを払っていない、流通業者だけに負担がかかっている、こう

いうような意見もあるので、はっきり意識してもらったほうがいいと思いますね。ここに

書いてある文章、前よりももっとブラッシュアップして、いろいろわかるようにしてもら

ったのはとてもいいことなので、１番目を、環境配慮設計だというような意味で理解して

いまして、この２番目に書いてある消費者の項は、選択行動というようにここにメモを書

いているんですけれども、その真ん中に、流通業者にかかるいろいろな環境認識というの

も別立てで挙げてもらったほうがいいと思いますね。でも、ここの項目全体でもわかりや

すくまとめてもらったのは、とてもわかりやすくていいと思っています。 

【小泉部会長】  どうもありがとうございました。じゃあ、よろしくお願いしたいと思

います。そのほか、いかがでしょうか。はい、どうぞ。 

【渡邉委員】  ７ページなんですけれども、事業者の自発的取組云々というところがあ

って、この中に、事業者にとって、市場において競争上優位となる仕組みづくりというよ

うなこととあわせて、不良事業者は市場から退場させるということも入れてもらいたいな

と思っているんですよね。不良なことをしたらマーケットからはじき出されるんだという

ようなことを強調してもらいたいなと私は思っています。というのは、不良な人というの

は、みんな乗っかって、知らん振りして得しているわけですから。そういった逃げ道を許
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さないというのが大事ではないか。どこかに書いていますね、逃げ得を許さない社会とい

うようなこと、法の網の目から逃げて得することを許さない社会という意味で、私はお願

いしたいと思っています。 

 それから、ここに挙げているので――ここでないのかもしれませんが――どこかに事務

局のほうで、事業者に補償金制度を課すとか、あるいは保険積立金制度を活用していただ

くとかというのがどこかに出ていたような気がするんですけれども、保険積立金というの

は、業者の中に一定の保険積立金を課して、それが万が一、豊島や何かのような事故があ

ったときに、そこから拠出になれば、国民の税金がいきなり行くということはないんです

よね。それから、保険会社と契約していれば、保険会社のほうでも環境について審査する

でしょうから、変わってくるだろうという意味で、ここにある仕組みというのはこれから

出てくるんでしょうけれども、私もいろいろ細かく提案したいのですけれども、そういっ

たことがいっぱいあるよ、そういったことにも取り組んでいくよということを見せてもら

いたいなと思っています。 

 それからもう一つお願いしたいんですが、これで大体終わりですけれども、８ページの

産廃の排出量の多い大東京から先導的な取組を展開するというような話のところで、不法

投棄の撲滅を目指して立ち上がるんだということが出ているので、その際に、廃棄物対策

課だけ頑張るのではなくて、社員の目とか、市民の目とか、同業者の監視の目を活用する

というか、そういったことに取り組んでいくようなことがなければ到底難しいだろう。で

すから、市民からそういう監視の目をお願いしたいという意味のことがどこかに出てくる

といい。産廃は困るんですよね。産廃をやる人は特に確信犯ですから。やる気でやってい

るんですから。これは危険物だ、産廃ではまずいんだということをわかりながらやってい

るわけですから、それを絶対に許さない社会になるようなことが、それをやってくれる役

所というのは廃棄物対策課しかないわけですから、それを東京から発信するとなれば、そ

ういうことについての意思が見えるような一文があるといい。これは願望ですけれども、

よろしくお願いしたいと思っています。 

【小泉部会長】  はい、どうもありがとうございます。計画ということで、全体のトー

ンがポジティブな部分を、前向きにやっていこうという形で書いていますので、ネガティ

ブな部分に焦点を当てて書いていないということはあるんですね。そういうのがあってこ

ういうまとまり方になっていると思いますが、ご意見として承っておきたいと思います。 

 はい、お願いします。 
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【中村計画課長】  補足だけ。今、お話があったのは、例えば８ページの下のところの

廃棄物リサイクルビジネスの発展のところで、「不適正な処理を行う事業者が市場から排

除され」みたいな表現を入れさせていただいております。 

 もう一つ、今お話があった、いろいろな主体の目で、社会全体の目で見ていくというと

ころは、例えば１８ページの、私どもが新たに導入した報告制度、これなんかもまさに、

インターネットに乗っけますので、都民の方だれでも見られますし、逆に事業者の方々も、

同業者の方々の取組が見られるということで、こういう取組も、今、進めているというこ

とでございます。 

【小泉部会長】  後半の話もちょっと出てまいりましたので、一応前半１０ページまで、

よろしいでしょうか。時間の関係もございますので、後半、５の「計画に定めるべき使用

施策」ということで、これも含めて、全体についてご意見をお願いしたいと思います。４

までは、ある意味概念的といいますか、基本構想ないし基本計画的な書き方で、５以降が

わりと具体的な話になってくると思いますけれども、全体合わせてご意見をいただければ

と思います。はい、どうぞ。お願いします。 

【岡本委員】  環境の意識の向上というのは、子どものころからやらなきゃいけないと

いうことで、この部会でも２回ほど発言させていただいたんですけれども、今回のこのま

とめ（案）では、１２ページに新たに「環境教育・普及啓発の推進」ということで、項目

を設けていただいて、大変いいんじゃないかと思います。私、不勉強で知らなかったんで

すけれども、きのう早速ウェブでキッズＩＳＯを見させてもらったんですけれども、１６

年から始めて、当時１１校ですか、１７年度１００校になって８,０００人だというような

ことが、環境局の総務のウェブに載っています。 

 また一方、ちょっと古い、同じ１６年か、別のもう一つやっているアーテックのほうか

もしれないんですけれども、それによると、１８年に１,０００校ぐらいにして、１９年に

は１,４００校で、全校まで持っていくというようなことまで書いてあるんですね。 

 なぜそれを言ったかというと、１００校でも私たちは随分すばらしいなと思っていたら、

全体で１,４００校あるということになると、まだ１０分の１に達していないということ。

それともう一つは、それを見ていて、応援する企業が、１７年度は２１社で１団体であっ

た。そう書いてあるんですね。東京は優良企業がいっぱいあるのに、いかにも少ないなと

いう気がしたんです。 

 それで、一つお伺いしたいのは、１００校までやっていただいたアーテックと東京都の
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取組は大変すばらしいと思うんですけれども、じゃあ、１１校の状態というのは、協力す

る企業側の問題、お金を出す側の問題なのか、それとも、受けたいよという学校側の問題

なのかということが一つ。それがどっちなんだろうか。企業名も載っていましたけど、学

校側でいきますと、１００校あるんですけれども、ほとんどが杉並区なんですよね。非常

に偏っています。ですから、よくＰＲしたところが多いのか、お金がそこに行ったのかど

うかわからない。それをお伺いしたいのが一つですね。 

 それからもう一つが、大人になってからの教育というのは、知識とか、義務感とかいう

ことだけにしかならないんですけれども、子どもの教育というのは価値観とかそちらに行

くから、ぜひ進めたほうがいいんだろう。それを小学生の児童に、ここで書いてあるのは

「特に社会を担っていく子どもたち」にそういうふうな「参加を促す取組を引き続き進め

ていく」ということで、従来と同じベースなんですけれども、今のあれを見ると、子ども

たちに対しては、全員がこういう教育を受けるような取組をやっていきたいということで、

もうちょっと積極的にできないのか。この二つが意見です。 

 もう一つ、ちょっとつけ加えさせていただくと、今の環境教育に、企業側が２１社とい

うのは非常に少ないと思うんですね。ですから、それは働きかけが悪いのか、企業が知ら

ないのか。おそらくそんなお金じゃないと思いますので、要するに、子どもの環境教育に

お金を出すということが、一流企業の資格である、もしくは環境白書を各企業出すんです

けれども、そこにそれが書いていない、そういうことをやっていないということは、一流

企業としては恥ずかしい、何かそういうふうにならないと、なかなか普及してこないとい

うことで、私はこれをぜひ進めていただきたいということです。 

【小泉部会長】  今、１２ページの環境教育についてご意見いただきましたが、どうぞ

お願いします。 

【中村計画課長】  私も担当じゃないので、どこまでお答えできるかわからないんです

けれども、多分ですけれども、こういう仕組みを進めていくには、何か一つだけのネック

だけじゃなくて、幾つか組み合わさっているのかなと思います。ですから、企業と学校と

いうお話もございましたけれども、企業側への働きかけもそうですし、学校側への働きか

けも、両方ともなのかなという気もしております。もう少し伸ばすためにというお話もご

ざいましたので、この辺は少し、岡本委員もごらんになったように、総務の企画調整課の

ほうで担当しておりますので、今のご意見をぜひお伝えしたいと思っております。今後、

進める際の参考にさせていただければと思います。 
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【小泉部会長】  どうぞ、お願いします。 

【辰巳委員】  このキッズＩＳＯの事業というのは一つの取組であって、いろいろな企

業さんがこれにかかわっておられるのはもちろん知っておりますけれども、これだけじゃ

なくて、もっとほかにいろいろな事業があるんですね。すごく積極的になさっているのが

いっぱいあって、私なんかは逆に、これだけをここに取り上げちゃっていいのかなという

気もするぐらいで、東京都内でこういう環境教育を非常に活発に、小学校なんかと一緒に、

最初の４月時点でのカリキュラムから一緒に取り組んでいる、そういうＮＧＯもいっぱい

ありますし、だから、要するに一つの団体の一つの活動の事例であって、これしかないわ

けじゃないもので、今、もしかしてこれしかないような感じでおとりかなと。 

【岡本委員】  そういう意味じゃなくて、これはうまく東京都さんがやっているなとい

うこと。 

【辰巳委員】  そうですよね。もちろん一つの方法としてね。 

【岡本委員】  私が言いたかったのは取組で、何でもいいんですよ。この団体でもいい

ですし、社会科の教科書でも取り上げたというのがありますし、何らかの形で小学生が環

境教育を受けられるようにしていくような努力をしたい、そういうことを入れていただけ

ればありがたい。それはどこがやったっていいと思います。 

【辰巳委員】  そうですね。 

 すみません、そういうことで。 

【小泉部会長】  はい、どうもありがとうございます。 

 ただ、さっきの事務局のお答えだと、教育のところは総務局になるんですか。 

【中村計画課長】  いや、私どもの環境局の総務部のほうで。 

【小泉部会長】  環境局の中の総務部ですか。 

【中村計画課長】  環境学習の担当のほうでやっています。 

【小泉部会長】  そうですか。 

【中村計画課長】  今、辰巳委員からもございましたように、埋立処分場の見学会とか、

キッズＩＳＯとか、事例として挙げさせていただいております。最後のほうは、今後とも

そうした参加を促す取組、これは一般論でございますけれども、そういう取組を進めてい

くべきだというような書き方にさせていただいております。 

【岡本委員】  私が申し上げたいのは、大人をやるのは、私なんかはしようがないと思

っているんです。しようがないというか、やってもある程度のところまでしかいかない。
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やる人はやる、やらない人はならない。子どものところからちゃんと教育をしていく、そ

れは全員にやっていただきたい。だから、ここに書いてあるように、「将来を担っていく子

どもたち」、これに対してもっと強調していただけないか、それを申し上げたいんです。 

【小泉部会長】  どうぞ、お願いします。 

【崎田委員】  今、環境教育のことが話題になっているので、私も一言発言させていた

だいたいと思うんですが、章立てというか、項目分けしてきちんと書いていただいたのは

大変ありがたいと思っています。ここを積極的にやっていただくというのが、これからの

市民のいろいろな活動に非常に重要ですので、できるだけ厚く書いていただくのは大変う

れしいと思っています。 

 それでもう１点、実は、東京都環境局が１９９４年から２００４年まで、ちょうど１０

年間、東京都環境学習リーダー講座というのをきちんと実施されて、それが東京都のほか

の地域の市町村のモデル事例となって、先駆的に取り組まれて、約４５０人の地域リーダ

ーを養成されて、それは一応事業終了したんですが、今、東京の各地域でかなり熱心に活

動されている方がそこの卒業生であるケースが大変多くて、その方たちが情報をちゃんと

つないで、かなり活動されていたりします。そういう意味で、きちんとそういうことをさ

れているというのを、私は大変評価をしています。できれば、そういうこともきちんと評

価をしたり、そういう人材を活用して、また普及啓発もきちんとやっていくという姿勢が

見えてくると、もっと多くの方が安心されるのではないかなという感じはいたします。た

だ、私も１期生なので、あまり自分のことを言うのも何だと思って、ちょっと黙っており

ました。よろしくお願いいたします。 

【小泉部会長】  環境教育というのは、ほんとうにこれから重要だと思いますね。特に、

循環型社会をつくり上げていく上で、ボトムアップといいますか、子どものころからそう

いう教育がなされていないと、大人になってから急に何か植え込んでも自然体では働かな

いものですから、ぜひ頑張っていってほしいと思っております。ありがとうございました。

ほか、ご意見よろしいでしょうか。どうぞ。 

【崎田委員】  実は、前回も発言させていただいて、今回入れていただいたことなんで

すけれども、ちょっと前に戻りますが、７ページのところに「バイオマス資源」という一

言を入れていただきました。今後の発生抑制やリサイクルの部分で重要なポイントという

ことで、一文字入れていただいて、大変ありがたいと思うんですが、崎田の心の中では、

次の課題としてかなりこれが重要なところになってくると思いますので、できれば後半の
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ところにでも、何かこれに関して記述がもうちょっとあったらうれしかったなというのは

心の中に思っております。 

 実はこれは計画ですので、まだ検討していないものについて記述するというのは非常に

難しいので入れていないんだというふうに私は理解しています。ただし、今、社会の中で

はプラスチックとかこういうもの、ほかの容器包装材とか、ほかのものをやった後に残る

のは、一般廃棄物で言えば家庭からの生ごみ、事業者の方で言えば木質バイオマスとか、

あとは下水道汚泥とか、その辺のいわゆるバイオマスをいかにマテリアルをしてから、そ

の後どうやってエネルギー回収するかという、それが今、非常に大きな熱い社会的なムー

ブメントになっているわけです。 

 例えば、東京都の場合は、中央防波堤のところに大きな施設が二つ、もうすぐできます

ね。あそこが二つ、どういうのがあって、それだとどのぐらいの処理能力があるのでこれ

の推移を見守るとか、何かそういう記述はできないのかなとか。 

【小泉部会長】  ４１ページにあるバイオエナジーというのとアルフォというんですか、

その食品廃棄物リサイクル施設の話ですね。 

【崎田委員】  そうです。さりげなくこの図があるだけではなくて、何かその辺につい

ての現在の状況とか、お考えなどが一言、何かどこかにあってもよろしいかなと。 

【小泉部会長】  どうぞ。 

【長嶋調整担当参事】  スーパーエコタウン担当です。こういう形で、食品については

バイオガス利用と、それから飼料化するという形で、二つの施設ができるわけですけれど

も、崎田委員がおっしゃるように、バイオマス、木質もほかのものも含めて、正直言って

まだ見通しがはっきりしていないものですから、崎田委員のご指摘を踏まえて、今回はこ

ういう記述にさせていただいていますけど、今後、最終のまとめとか、それから行政の計

画をつくっていく際には、我々はきちんと考えていくという姿勢をもってやっていくつも

りです。 

 ただ、木質の関係は、既に民間がいろいろやっているところがありますので、公共関与

でどこまでできるかというのがありますので、その辺も含めて、そういう姿勢は持ち続け

て、ちゃんと行政として、公共関与としてやっていくことは考えていきたいと思います。 

【小泉部会長】  どうもありがとうございます。渡邉委員、どうぞ。 

【渡邉委員】  別の話題ですみません。１７ページなんですが、有害廃棄物なかんずく

アスベストにかかる今日的な問題です。 
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 アスベストの恐怖については、知り過ぎるほど全国的に知れ渡ったわけですね。そうい

う中で、アスベストの記述があまりにも少ないな、何かもっと発信してもらいたいなとい

う思いがあります。 

 以下、マスコミ等で知り得た知識を若干お話しますと、まず、アスベストは普通の産廃

ではないから、普通のところには捨てないんだ、処分場不足だということがよく言われて

います。どの程度やっているのかどうかお聞きしてみたいところです。処分場不足。 

 それから、今、産業界、いわゆる業界は、アスベスト特需といわれております。一方で

もうかるんだ。ただ、一部の業者に限って言えば、「うちは従業員を危険に巻き込むからや

らせたくない」、だから、仕事をやりたくないと言っている人もいます。やりたくないと言

われても、始末してもらわないと困るということが一般市民にもあるわけですけれども、

その辺のかねあいということももちろんございますが、原則として、去年大体３００万ぐ

らいで請け負ったものを、今は４００万でなければやらないというふうに解体業者は言っ

ています。それから、処分場の受け入れの費用に関しても、去年まで、問題が起きる前ま

ではトン４,０００円ぐらいだったのが、今は３万円です。それから今度は、アスベストを

処理してもいいという許可業者、何と全国で６０社ぐらいだといわれていますね。東京都

に籍を置いて、東京都で活動している人がどのぐらいいるのか、行政当局では数字を押さ

えていると思うんですが、その辺はとても不安に思っています。 

 アスベストの粉末や何かについては、二重梱包しろと言われているから厳重なんですね。

厳重な分だけお金もかかる。だからやむを得ないんですけれども、それがまだ一部の市民

の間ではむき出しになっているのが、解体の一般のごみだと思っているところのそばを通

っているというのが、私の住んでいるところでもごく近くにありました。それが、よその

市民の集会でも報告されています。 

 アスベストの恐怖に関しては、粉末などの飛散性の強いものに関しては袋詰めして，は

ぎとるものも袋に詰めてという話ですけれども，建材に入っているものに関しては、あま

り細かく砕かないでそのまま捨てろ、保管しろというような行政のお達しがあるそうなの

で、そうすると、形も圧縮できないものだから場所もとるというようなこと。それから、

溶融技術というのも開発中だとはいわれていますけれども、１,５００℃ぐらいの高温にし

ないとだめだといわれているんですね。そうすると、そういった基準に該当するような炉

というか、燃やす設備なんていうのは、朝日新聞のニュースでは全国１５カ所だなんて、

マスコミのことですから環境省は別に言うかもしれませんけれども、そのうち東京都がど
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のぐらいかということもわかりません。ただ、今度の廃棄物処理計画で行くと、紛れもな

くこの５年間はアスベストの産業廃棄物が問題になると思います。かつてのＰＣＢ騒ぎが

あったようにですね。ですから、不法投棄なり、この始末が悪いと、一気に廃棄物行政の

いろいろなことにかかわってくる可能性があるので、ぜひとも「東京は大丈夫だ」という

メッセージを送ってもらいたいなと思っています。 

 安全とは、対策が見えることなんですね。見えているから、それに対して対策できるか

ら安全なんですね。安心というのは、何だかわからないから、不安だから、それに対して

都民は安心を求めるんですね。ですから、今、有害廃棄物についての見えるものについて

ですので、きちんとした対策ができるようなことが望ましい、そういったことが今度の中

に盛られるといいかなと思っております。よろしくお願いします。 

【小泉部会長】  どうもありがとうございました。アスベストについて貴重なご意見を

いただきました。１７ページに書いてある内容ということですよね。何か事務局で補足さ

れることはありますか。 

【広瀬委員】  その前にあわせて関連して申し上げたいんですが。いいですか。 

【小泉部会長】  それでは、その後事務局に。お願いします。 

【広瀬委員】  私もこのアスベストの問題は非常に気になっているところなんですが、

ここでは飛散性のアスベストを取り上げて書いてありますけれども、いわゆる非飛散性、

今おっしゃられたような成型板等の、既に含有されている建材等々、そこら辺については

あえて触れていないというのは何か意味がおありになるのかどうか、そこら辺を教えてい

ただきたい。あわせて、ここら辺の受け入れ処理場といいますか、受け入れ処理場が非常

に不足しているという話の中で、ここら辺は広域でいいのか。前のほうにもどこか出てい

ましたけれども、８都県市の対策会議等々で、広域対応が絶対に不可欠なのかな。そうい

う中で、これも前に出ていましたけど、考え方として、東京都のリーダーシップ、積極的

な働きかけ、あるいは提案等々が求められているのかなと感じているわけでございます。

そこら辺ちょっと。 

【小泉部会長】  それでは、よろしくお願いします。 

【齊藤産業廃棄物対策課長】  今、ご指摘がございましたように、飛散性、非飛散性、

両方とも処分場が非常にひっ迫している、あるいは対策が急がれているということについ

ては十分に認識しております。例えば、本来であれば溶融処理技術の確立というものが重

要なことであって、それがまだまだ未成熟ということもありまして、今回、例えば東京都
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としては、特に深刻な飛散性のアスベストの処置については、セメント固化をして、二重

のプラスチック袋に入れて埋め立てるという措置をとらせていただきました。それに限ら

ず、例えば非飛散性のアスベストについても、適正処理ルートの確保が重要だという認識

に立った上で、対応策を考えていきたいと思っています。 

【小泉部会長】  はい、どうぞ。 

【渡邉委員】  もしそうだとすると、わざわざ飛散性アスベストと言わないで、アスベ

スト全体の記述であるべきなんじゃないでしょうか。飛散性は、特に飛ぶからという話で

すけれども、有史以来、日本はアメリカに次いでアスベストをいっぱい使ってきて、今日

があるわけですね。一方では、皆様の記述にもあるように、建築物が耐用年数にさしかか

って、更新時期にかかっていると言っているわけですね。この中には紛れもなく、建設廃

材の中にアスベストがいっぱい含まれているわけですよ。ですから、都民はそういうとこ

ろから見ているということなんですね。 

 これは識者によって見方が違うと思うんですが、廃棄物処理計画を見たら、今日的に言

うと、アスベストを東京都はどうしてくれるのかな、どんな計画を持っているんだろうか

ということも大きな話題になっているんですね。 

 そういったことを、私は一都民として代表でここに来させてもらっているものですから、

申し上げた次第です。どうかよろしくお願いいたします。 

【小泉部会長】  はい。どうぞ。 

【齊藤産業廃棄物対策課長】  この中の記述は、あくまで有害廃棄物の都内処理体制の

確立というところで記載させていただいております。特に飛散性アスベスト廃棄物という

のが特別管理産業廃棄物として、有害廃棄物として認定されてございますので、この都内

の処理体制をできるだけ確立していくというくくりの中で記載させていただいております。

ただ、もちろん、スレート板などの非飛散性アスベスト廃棄物の処理ルートの確保がひっ

迫しているという認識がありますので、今後は、適正処理ルートの確保に努めていきたい

と考えています。このくくりの中では、有害廃棄物の都内処理体制の中で、特に飛散性の

アスベストについて記述をさせていただいておりますので、ご了承下さい。 

【野村委員】  よろしいですか。 

【小泉部会長】  アスベストのことですか、どうぞ。 

【野村委員】  アスベストですね。私どもは建設業界ですから、アスベストの処理にか

かわる話として、まさしく、処分場のひっ迫という問題があるわけですけれども、それか
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らアスベスト特需という問題もありますし、コスト的な問題、非常に頭を抱えております。 

 それで一つ、私ども少なくともお願いしたいと思うのは、そういう中で、官発注工事、

例えば東京都さんが発注される解体工事におけるアスベストの処理、これにつきましては、

今、中防の中の処理場が２月１日からオープンしましたけれども、例えば、処分地の問題、

それから処分の工法的な問題、技術的な問題ですね。それからそれに対する予算の問題、

その辺をきちっとスペック上、発注仕様書におけるスペックインができないかどうか、こ

れをまず、東京都から全国に発信していただけないか。そういったことをお願いしたいと

思います。 

【小泉部会長】  よろしいですか。では、どうぞ。 

【森廃棄物対策部長】  何点か補足させていただきます。 

 今回の中間のまとめの中では、委員の方々のご意見、つまり、廃棄物処理計画の中への

ご提言という位置づけでございますので、現在、それと違って、今どうなっているか、あ

るいは今後どう考えているかというところと少し付け加えさせていただきます。例えば今、

技術開発の部分について、齊藤課長が説明しましたけれども、最近は国が飛散性のみなら

ず非飛散性も含めまして溶融ということで研究を開始いたしましたけれども、新聞の記述

にもあるとおり、溶融処理技術もなかなかそう容易ではありません。特に温度の問題、そ

れから仮にどこかでできたとしてもその輸送の問題、トータル的なコストが上がるという

ことも事実であります。 

 都といたしましては、今後とも処理の方法などについて調査・研究を重ねるとともに、

国もやっていますし、それから産業界とも連携して、できるだけ無害化処理技術が実現で

きるよう努めていくのも都の役割だと認識しています。 

 一方、スペック絡みのご意見が出ましたけれども、非飛散性の問題については、ご存じ

のとおり、東京にあっては、埋立処分については他県に依存しています。しかしながら、

私どもこの非飛散性の問題については、解体から始まりますコストの問題というのは非常

に重要だと認識しています。先ほどどなたか、委員からも現状の話をされましたけれども、

特に解体の費用が上がっているのはおっしゃるとおりだと思います。なぜかというと、一

生懸命、きっちり分別するとコストが上がるという問題があります。非飛散性の問題は、

一つは、きっちり分別するということ。そして、その前を申し上げれば、適切なコストを

払っていただける、つまり、発注者あるいは施主といいますか、そこから適切なコストを

払っていただく。そしてきっちりと分別する。そして適切なルートに乗っけるという、こ
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の三つのプロセスがない限り、非飛散性の問題は、大量にあるということから解決が難し

いと思われます。 

 したがって、いろいろなスペックの問題を含めて、公共の話がありましたけれども、公

共工事を発注するいろいろな部署との会議があります。今回、非飛散性の問題についても、

あるいは飛散性の問題についても、それぞれ適正な費用分担の必要性をこちらからも積極

的に発信していきたいと思います。中長期的に考えると処分場はひっ迫するという懸念は

あります。しかし、非飛散性につきましては安定型の処分場に入れます。つまり、非飛散

性は有害廃棄物じゃありませんから、安定型の処分場に確実に行くというルートを作らな

ければなりません。このためには、さまざまな施策を検討しながらルートの確保に努めて

いきたいと考えております。 

 話が少し蛇足になっちゃいましたけれども、先ほど齊藤課長が説明した、１７ページの

中間のまとめにつきましては、このアの「また」と書いてあるところについての調査・検

討については、有害廃棄物ということになっておりますので、書き方が非飛散性を除いた

「飛散性アスベスト廃棄物等」となっておりますけれども、当然私ども、今後、来年以降、

都といたしましても、国と連携、あるいは産業界と連携して、調査・検討することについ

ては、当然非飛散性も含めてと認識しておりますので、つけ加えさせていただきます。ち

ょっと話が長くなりました。 

【小泉部会長】  はい、どうもありがとうございました。 

【黒川委員】  この部分の書き方というか、１番目に出てきているところと、それから

ＰＣＢとか建設泥土とかプラスチックのことについては、後ろに参考資料としてちゃんと

した絵が。ここだけはそっと文章が書いてあって、困っているのかなというのは予想はつ

くんですけれども、今、部長が言われたような、今、ここの段階にあるということで、緊

急にここまで行かなきゃいけない体制づくりの話というのは、後ろの絵に、同じように、

テーマとして、今、ちょっと厳しいかもしれないんですけれども、中途半端な途中の段階

で書くのはいけないことかもしれないんですけれども、今いる段階。さっき渡邉さんが言

われていたように、どういう体制でどうしようとしているかということが見えていると安

心できるということは、重要な政策のうちの一つなので、今、一番緊急のテーマであるこ

とも確かで、しかも、外に持っていくことになっていることの中の一番問題児でもあるわ

けだから、こんなに絵がうまくかけて、こういう段階にあるということで、緊急にしなき

ゃいけないのはこういうことなんだということを示してもいいかもしれないという感じは
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します。 

 ほかのところは大抵ができ上がっているけど、なかなか難しいのか、そのところに関し

てどうしますかね。ここだけしか文章がないんだもの。 

【小泉部会長】  まあ、最初はこれも入っていなかったんですよね。アスベストはね。

だから、入っただけ、かなり踏み込んだ計画になっているなと私は思ってはいるんですけ

れども、なかなか奥が深そうですね。アスベストの話は。 

 そういうご意見があったということで、できる範囲でつけられるものはつけていくとい

うことで。おそらく国がどうしようかという段階なんでしょうね、きっと。それが、処理

も、飛散性についてはセメント固化して、二重袋ですか、そういう安全を見てやっている。

有害廃棄物、特管のものはそうやっている。これについては、都民は安心していられると

いうことでいいわけですね。 

 アスベストということになると、飛散性も非飛散性も、議論の中で、アスベストは危な

いというふうな一般的な感覚というか、そういうものもあるんですね。水道なんかでもア

スベスト管というのがありまして、現にまだそれは全部は更新できませんから、都はほと

んどないんですけれども、地方に行けば、水道水を供給するのに結構使っているわけです

ね。ですから、そういったもので、今は、アスベストと名がつくと全部危険だというふう

なマスコミの風潮になっているんですけれども、その辺の危険性というか、ある意味で安

心感を与えるのに対してどういうふうに情報を発信したらいいかというのは非常に重要だ

と私も思っておりまして、特に有害廃棄物、飛散性についてはしっかりやっている、非飛

散性についても、今後国の方向を見定めながら、いろいろ検討中であるという部長のお話

でしたし、その辺がどこまで入れ込められるか、後日、ご検討いただくことにいたしまし

ょうか。 

 まだこれが完成するのには、もう少し時間がありますので、その間にまた何か変わって

くるかもしれませんし、今のところ、こういう方向で、有害廃棄物についての記述という

ことでお願いしたいと思います。 

 先ほどこの辺で手が。辰巳委員、中田委員、大丈夫ですか。 

 そういうことで、アスベストについては取り扱わせていただきます。 

 あと、私、前にもちょっと申し上げましたけれども、２０、２１の「健全な廃棄物処理・

リサイクルビジネスの発展」という、これがスーパーエコタウンなどいろいろあって、産

学連携で、首都大学東京も入れていただいてほんとうにありがたく思っておりますが、全
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学を挙げて協力していかなければいけないと思っておりますので、ありがとうございます。 

 それで、こういったリサイクルビジネスといいますか、私、何度も申し上げていますけ

れども、今までの動脈産業ではなくて、静脈産業がうまく回っていく、しかるべきお金を

ちゃんと費用負担しながら、うまいぐあいにリサイクルビジネス、あるいはちゃんとした

廃棄物処理、これが放っておいてもうまくいくようなシステムづくりといいますか、それ

は都が誘導していくことではなかろうかと思っておりますので、ここの施策について、こ

ういった頭出しもありますので、ぜひよろしくお願いしたいと思っております。 

 こういったものが動かなければ、前にも申し上げましたように、東京都でうまくいかな

いのだったら、全国では絶対にうまくいかないし、世界でうまくいくわけがない。逆に、

東京都でうまくいって、それを少し全国に展開し、かつ世界に。おそらく今、経済的に発

展している近隣諸国の中で、環境問題はいろいろ出ているし、これからもっと出てくると

思いますので、そういったものに対して日本から技術援助というか、日本の技術がそちら

に行くような流れが出てくると非常にいいなと思います。それが東京都発で、ぜひ出して

いただければありがたいなと思っております。 

 ここの２０、２１、この辺のところの中身がどのように展開していくのか、非常に興味

深く思っております。 

 １８、１９あたりはいろいろなアイデアが出ていますし、こういったこともどんどん進

めるべきところは進めていただくということかと思います。 

 そのほか、いかがでしょうか。全体を通して。はい、渡邉委員、どうぞ。 

【渡邉委員】  今、部会長さんのお話のあった２０ページの話です。いろいろあるんだ

けど、なかなかここまでたどり着くまでに時間がかかってすみません。アスベストで時間

をとってすみませんでした。 

 ２０ページの、スーパーエコタウンの次の項目、つまり、「優良な取組」、「事業者の優れ

た取組」という、ここに２段あるわけですけれども、事業者が優良にならないとだめだと

いうことで、いろいろな施策を推進していくことを挙げておられるんですが、このうちの

２番目の、東京都産業廃棄物対策推進協議会なるものがあるようですね。私もこれはペー

パーを見て知ったわけですけれども、事業者団体、処理業者団体と行政となっていますけ

れども、プラス、市民というか、消費者というか、そういうのもまざったのではだめなん

でしょうかね。何事も、行政と業者だけとなると、後から示された市民はいろいろなこと

を考えちゃうわけですね。ですから、その辺、市民のまち懇談会なんかみたいなものが、
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都民に示すわけですから、そういう処理業者と行政だけでやってうまくしたんだと言われ

てもなかなかあれなので、市民も入っているような形が望ましいのかなと思ったりは、素

人的にはしております。 

 それから、その上の、処理業者を評価する仕組みに関しても、東京都が公表する中で、

評価という話のほかに、市民の目線というか、消費者の目線に値する評価かどうかという

ことも大事なので、評価をどういうふうにするんだかわかりませんけれども、市民から祝

福されるというか、尊敬させるような、優良な額縁でないと意味ないのではないかという

感じが実はしているので、ただ、それを巻き込むと、反対意見を入れるといって、表彰状

なんか１枚もくれなくなるからやらないのか、それはわかりませんけれども、その辺、ち

ょっと気になっているところです。これは一都民の意見です。 

 あともう一つ、２１ページの２行目だけ、産学公連携云々とありますけれども、調査・

研究進めた結果を、大学は市民に発信してもらいたい。ここに来ている方も、ここに来て

いない方も、最近はいろいろ環境問題に熱心な自然科学者、文科系の学者、いっぱいいて、

環境問題は花ざかりなんですけれども、象牙の塔にこもって学術論文は書くけれども、市

民の目線でいろいろなことをなかなか言ってくれない人も多いので、ぜひともいろいろな

講習会や講演会やシンポジウムなんかに出ていただいて、それを行政が支援して、宣伝し

ていただいて、それを市民が聞きに行けるようなものにしてほしいなと思っておりますの

で、そういったことも、今後はシンポジウムとか公開討論会とかいろいろなものに行って、

市民の環境問題に対する熱意を盛り上げていくとか、こういうようなことがあると違うの

かなと思っていますので、これはあくまでも希望です。以上です。 

【小泉部会長】  ありがとうございました。 

【野口委員】  今、渡邉委員が言われた、市民も巻き込んでということで出せる一つの

事例は、注射針の回収がありますね。あれは、行政だけでもだめだし、薬局だけでもだめ

だし、患者さんが薬局に持っていかないといけない。あれは東京都の成功事例だと思いま

すので、みんなを巻き込んだ適正処理の成功事例だと思います。どこかに書かれると、見

たところ触れられていますか。ＰＣＢとか、全計画中に進展した話は随分たくさん出てき

ているんですけれども、その一つかなと。今の話と、もしかするとヒットするのかなと。 

【齊藤産業廃棄物対策課長】  先ほど渡邉委員からお話がございました、廃棄物対策推

進協議会の中に市民の視点がないのかということなんですけれども、これはもともと事業

者に対しての適正処理、あるいはリサイクルが進むように、その団体と行政との間で意見
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交換をしながら、例えば一つの団体がこんな取組をしているよと紹介して、お互いがより

一層事業の推進を進めるようにということで行ってまいりました。その中で、いろいろな

市民の方々がご参加の取組を紹介するということもできますけれども、どこまで市民の

方々のご意見や、あるいはご提案を反映することができるのかということは、今後の課題

としてまた取り組ませていただきたいと思っております。 

 それから２点目の、有用な取組を行っている事業者の方の評価の制度のあり方について

も、ほんとうに規制を厳しくして適正処理を進めるというやり方に加えて、ここに記載が

ございますように、ほんとうに事業者の方々の優良な取組を紹介して、さらにモチベーシ

ョンを上げていくということは重要だと思ってございます。今後、ここにございますよう

に、第三者が適正に評価できる仕組みというものが重要だと考えておりますので、ご指摘

のあった点を踏まえて、適正にこれから進めてまいりたいと考えております。 

【小泉部会長】  あと、２１ページは私が答えないといけないかもしれないですけれど

も、産学公連携センターというのが首都大学東京にできましたし、それからあと、オープ

ンユニバーシティーという形で、一般の都民に向けていろいろやっていくという、そうい

った開かれた大学というのもどんどんやっておりますので、ぜひご参加いただければと思

っております。 

 あと、前もこの部会というか、審議会でも申し上げましたけれども、都としての今まで

あった清掃研究所、ああいった研究機関、廃棄物に特化した研究機関が、今、非常に弱体

であるというのは、私、大学人として残念でならないことです。実際に行政で、具体的な

データを持っている中で研究を進めていくという、これが大事でして、先ほど渡邉委員の

お話にもあったように、大学はどうしても机上の空論といいますか、なるべく足を地につ

けたいとは、私は個人的には思っているんですが、だんだん論文の世界に入っていくと、

論理のための論理とか、数式とか、そういったものをいろいろ使って、そうやっていくと

論文として評価されるという、何かそういう風潮があるんですね。その辺が、一般の都民

なり、国民の人には少し違うというのがあって、これから国立大学も独立行政法人になっ

たし、うちの大学も公立大学法人ということで、よりサービス精神といいますか、そうい

ったものを前面に出してやることになると思いますので、ご期待に沿うような形になると

は思いますけれども、これからだと思っています。 

 ただ、都としてもそういった研究機関を、部会長として、今後そういった清掃、廃棄物

に関する研究が東京都からも出てくるような、もちろん大学と連携していろいろやってい
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くというのもよろしいと思っていますし、いろいろな形でそれが１歩前進、２歩前進して

いくような形で、ぜひお願いしたいということでございます。 

 それで、渡邉委員、何かご意見ありますか。 

【渡邉委員】  今、部会長が言ってくれたことにはもちろん関係あるんですが、いろい

ろな資料なり情報が公開されることが望ましい。いわゆる、環境行政に関する各種の情報

データが可能な限り公開されて、それが市民の目に触れて、いろいろな意見を持ってもら

うことによって市民も目覚めていくという部分があります。ごみ問題にしても、量的な問

題も予算的なお金の面も含めてです。ですので、できるだけ都民に情報を公開し、そこか

ら都民に危機意識も持っていただく中で、都民を味方にしていく。そしてまた廃棄物行政

を育てて、未来ある循環型社会を育てていくというふうにすることが必要だと思います。

ですので、ごみ問題に関しては、とにかく環境行政全体なんですけれども、一番遅くでき

た官庁なので、統計が一番おろそかなんですね。環境省のお役人さんも、この間環境省の

ブリーフィングの検討会でもお話出ていましたけれども、環境データが一番おくれている

というのをみずから認めておりました。国がそうなんだから、地方自治体でも同じなんだ

ろうなというような目線で思っています。ですから、同情もしている反面、可能な限り、

東京都自身のもの、あるいは区市町村を含めて、指導の出ているものも含めて、できるだ

け公開をして、その中で都民の理解を得ていくということがいいのではないか。 

 ですから、廃棄物行政、環境行政を都民のものにするということは、都民にいろいろな

情報を教えていくということも必要なんじゃないかということを感じております。よろし

くお願いします。 

【小泉部会長】  どうもありがとうございます。ほんとうに大事なことだと思いますし、

みんなが一緒になって循環型社会をつくっていかなければ、そういうちゃんとした社会は

できませんし、もっともなことだと思いますので、ありがとうございました。 

 そのほか、いいですか。崎田委員、先にどうぞ。 

【崎田委員】  すみません、今、情報発信の話があって思ったんですが、今まで市民も、

廃棄物問題というと身近な一般廃棄物のことだけデータを調べたりとか、情報を知ったり

ということで、市民の側も、目線が非常に狭かったということがあったと思うんです。こ

れから、地域社会あるいはこういう東京の中で、どんな廃棄物が出ているのかという、い

わゆる一般廃棄物も産業廃棄物も全部総合した視点で、市民はちゃんと見つめていかなき

ゃいけないと感じています。 
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 そういう意味でも、今後、都側から、あるいは行政側からの情報提供と、市民がちゃん

と関心を持つということの両方が、ごみ問題全体に関してきちんと情報を交流させていく

という視点が非常に必要だと思うんです。 

 そういうことから行くと、先ほど１２ページ、１３ページの環境教育普及啓発というと

ころもありましたけれども、何かどこかで、そういう一般廃棄物、産業廃棄物全体の情報

をきちんと市民と共有していくことの重要性なども、さりげなく入れておいていただくと

いいのかなと感じました。よろしくお願いいたします。 

【小泉部会長】  はい、どうもありがとうございます。どうぞ、お願いします。 

【中村計画課長】  今のご意見なんですけれども、私どもとしては６ページの、私ども

のやるべきことの○の３番目なんですけれども、「各主体に対して必要な情報提供を行う

ほか、課題解決に向けた問題提起を行って、各主体が自らの問題として積極的な行動に取

り組むよう促していく」、まさにここのところに今のご意見を入れたつもりでございます。 

【崎田委員】  一般都民の方が後々これを読んだときに、ほんとうに普通の都民の人が

そこまでぐさっと気づくというのはちょっと難しいので、もしそういうことが可能であれ

ば、今後の課題としては、市民側がそういうふうな関心を持っていくということが大変重

要だという、そういう表現がどこかにあってもいいかと思います。ありがとうございます。 

【小泉部会長】  確かに、昔は一般廃棄物と産業廃棄物で、分けてこういった計画をつ

くっていたと記憶しているんですが、それが今度、一緒につくられていくという流れにな

って、今、崎田委員のおっしゃるように、そういった一般廃棄物だけじゃなくて産廃――

この方が量的に圧倒的に多いものですから、そういったものを含めて都民が気にしていく

という流れですね。大事なことだと思っております。ありがとうございました。 

 お待たせしました。辰巳委員。 

【辰巳委員】  ここの中で見落としているのかもしれないんですけれども、今、海外へ

の流出ごみの話が非常に話題になっておりまして、健全なリサイクルビジネスを育てると

いいつつも、資源というか、リサイクルしようという原料の側がなくなって、育ちつつあ

るビジネスがつぶれていくというお話が、社会的には結構関心事かなと思いまして、おそ

らく２０、２１のあたりに関連するのかもしれないんですけれども、そういうリサイクル

ビジネスを持続的に育成できるような方向性というか、そんなものがもう少し見えるとい

いかなと思って、具体的には、今言った海外への流出ごみ等によって、とりあえず目の前

何年間かは原料がなくなるかもしれないというふうな危機にあり得るわけですよね。 
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 例えば東京都も、あれはどこにでしたっけ、ありましたよね。例えば一つの例としては、

ペットボトルのリサイクルの事業所ですとか、そういうふうなのももう少し、今、あまり

にも話題になっておりますもので、何かそこら辺が入るといいかなとちょっと思ったんで

すけれども。 

【小泉部会長】  はい、どうぞ。 

【渡邉委員】  今のお話に関連してなんですけれども、原油が高騰した結果の余波なん

でしょう。今まであれしていたものが、協会に持っていくよりも民間で売ったほうが金に

なる、あるいは自治体でも、リサイクル貧乏になるよりもお金が余計に入ったほうがいい

からというので、横浜の中田さんが何することになったと、マスコミで大々的に報道され

ている。あれなんかは、都民は勉強するんですね。こんなにお金を使ったのかと。果たし

てリサイクル貧乏になっていいのかどうか、これはお金がかかることですから。その一方

で、民間に行くとどうなるかということを含めて、今、私たちが一番問題にするところで

もあります。ですから、これが原油高騰による一過性のものなのか、それとも、今後リサ

イクル法に出ている協会にお金を出すよりも、出さないで済むというようなことからする

と、それが進むのかなと。 

 容リ法の話についても、きょうは時間がないからあれですけれども、業界では７００億

ぐらい、レジ袋の仕入れ代金がなくなるから得をする。その一方で、自治体の持ち出しと、

市民にかかる負担というのはとてつもない金額になっていることが、今、話題になってい

るんですね。ですから、そういったことのかねあいで、もう１回総会があるようだから、

だれか意見を言うかもしれませんけれども、そういった問題は見過ごしができないのでは

ないかと思っています。 

 今のは、ペットボトルの話のほかに、プラスチックのものをどうするかという話ですの

で、時間もいいようなのでやめますけれども、それは都民として大いに関心を持っている

ところなので、何かここに盛り込まれるといいかなと思っております。よろしくお願いし

ます。 

【中村計画課長】  ご説明させていただきます。課題の２のところ、２ページでござい

ますけれども、下のところに、プラスチックだけではないと思いますけれども、代表例と

して、「国際的な資源循環の動きが活発化する中で、適正な再利用がなされていないおそれ

も指摘されている」みたいな表現は、まさにさせていただいておりまして、その下に「国

内における適正なリサイクルルートの構築を進めていく必要がある」、こういう課題の設定
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をさせていただいております。 

 これを受けて、１３ページの施策の中で、産業廃棄物のプラスチック廃棄物のリサイク

ル促進という形を、これによってリサイクルルートをつくっていくということを入れ込ま

せていただいているところではございます。 

【小泉部会長】  日本、あるいは東京だけの世界じゃなくなってきたということなんで

すよね。世界、特に中国で経済発展して、そこへどんどん、ある意味では廃棄物じゃなく

て資源として輸入されて、そのうち「日本はとんでもないのを輸出した」と言われるかも

しれないですよね。だから、その辺のところの境界をどうやってやっていくのかというの

は、非常に難しい問題が、今、廃棄物の問題でも、特にある意味で有価物――プラスチッ

クなんかは燃やせば燃料になりますからね。紙なんかも、いい紙はみんな持っていかれち

ゃうという話ですよ。 

 そういういろいろな問題がちょっとありますので、気にはしておかないといけないと思

うんです。課題の２ということで書き込んでいただいていますけれども、これで具体的に

都のリサイクルビジネスが消失しちゃうことではなくて、発展的に進んでいく。静脈産業

の技術の輸出が将来何十年か後に日本から世界に向けて発信する、私もそれを期待してお

りますので、どうぞよろしくお願いしたいと思います。 

 大分時間が迫ってまいりましたが、そのほか、きょうのところでいかがでしょうか。 

 はい、どうぞお願いします。 

【野村委員】  ２０ページのところで、産廃処理施設向けの環境報告書のガイドライン

の策定とございますが、ここのところ、どういうイメージか教えていただきたいんですが。

スケジュールも含めて。 

【小泉部会長】  それでは、お願いします。 

【中村計画課長】  昨年の３月にこれにも書きましたように、一般廃棄物処理施設向け、

特に区市町村の施設向けの環境報告書ガイドラインを都がつくって、そのガイドラインに

従って区市町村に環境報告書をつくっていただくという取組をやっております。これは、

前回の審議会のご議論の中で、廃プラスチックの発生抑制・リサイクルの関係で、住民の

方々とコミュニケーションを取る手段として、環境報告書が大きな役割を果たすのではな

いかというご議論があって、前回の一昨年、１６年５月にいただいた答申の中に含めてい

ただいておりまして、それを受けて、一般廃棄物処理施設向けのガイドラインを都がつく

ったという経緯がございます。 
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 私どもが思うには、産業廃棄物の処理施設、今度は民間の施設でございますけれども、

同じように住民の方とのコミュニケーションが非常に大事ということだと思いますので、

私どものほうでガイドラインをつくって、それを使っていただいて環境報告書をつくって

いただいて、広く住民の方々とコミュニケーションを取っていただきたいというのが趣旨

でございます。 

 今の、一般廃棄物関係もやったものですから、今度は少し拡大していこうというような

イメージでやっております。 

【野村委員】  一廃のほうは、実績としてもう出てきているんでしょうけれども、どん

な状況でしょうか。 

【中村計画課長】  以前は、例えば、２３区の施設はＩＳＯの関係で環境報告書をつく

られていたんですけれども、今ひとつ住民とのコミュニケーションという意味では、記述

が少し違う方向なのかなというのがございまして、２３区でもこのガイドラインに沿った

ような形のものをつくり始めていただいております。多摩地域の市町村、あるいは一部事

務組合は、これはまだ環境報告書を出しておらなかったんですけれども、このガイドライ

ンができてから、かなりの数の報告書をつくっていただいております。これにつきまして

は、それぞれの自治体のほうでホームページにも乗っけていただいておりますし、都の私

どものホームページからもリンクできるような形でご紹介しております。今、かなりの数

の自治体が環境報告書をつくり始めているという状況でございます。 

【野村委員】  ありがとうございます。 

【小泉部会長】  そのほかよろしいでしょうか。崎田委員、どうぞ。 

【崎田委員】  今、環境報告書のお話があったんですけれども、最近、産業廃棄物処理

業者で、エコアクション２１などによる環境レポートを出すところが随分増えてきている

と思うんです。ただし、それだとほんとうに記述の範囲が大変狭いので、住民とのコミュ

ニケーションで信頼感を与えるというところまで行っていないなというのが現実のように

感じていました。 

 そういう意味で、東京都がもう１歩進めて、環境報告書ガイドラインを策定するという

意欲を示していただいたのは、大変うれしいことだと思っています。 

 願わくば、この文章だけを読むと、何かほんとうに怖いというか、やらなきゃいけない

みたいな印象がちょっとあるので、もしあれでしたら、例えば今、「環境報告書の普及に努

めていくべきである」で、その後に「今後このようなものの環境コミュニケーションにお



 -40-

ける活用によっての、信頼感あふれる健全なリサイクルビジネスの発展に資するようにそ

ういうものをすべき」とか、何かそういうことがあると、プラスイメージでこういうこと

を――いわゆる信頼関係の好循環を生む材料としての情報が必要なんだという、そういう

都の思いがちゃんと読み手に伝わるのではないかという感じがしました。よろしくお願い

します。 

【小泉部会長】  どうもありがとうございました。 

 ちょうど予定の時刻になりましたが、よろしいでしょうか。 

 きょうは皆様方から、ご審議の中でいろいろご意見いただきました。事務局提案の案に

修正を加えるところがあればちょっと加えていただいて、できる範囲でよろしいかと思い

ますが、その修正をしていただこうと思っています。大体、おおむねこの案でよろしいと

私は思っておりますが、記述のところ、直したほうがいいということであれば修文してい

ただいて、その結果につきましては私のほうで確認するということで一任させていただき

たいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

【小泉部会長】  はい、ありがとうございました。 

 それでは私のほうで、本日のご意見を踏まえられているかどうか確認した上で、あさっ

ての総会、午前１０時からということでございますが、総会にこの計画部会の案として中

間まとめ（案）を報告したいと思います。 

 ほか、何かよろしいでしょうか。 

 それでは、ないようでしたら、本日の部会は終了したいと思いますが、事務局から何か

連絡事項はございますでしょうか。 

【中村計画課長】  はい、１点だけございます。既にご案内してございますけれども、

中間のまとめ（案）をお諮りする総会を、あさって、２月９日（木）１０時から、都庁第

１本庁舎南側３３階、本日の会議室と反対側の棟になります。そこのＳ６会議室で開催を

させていただきます。委員の皆様方におかれましては、ご多忙のことと思いますけれども、

ご出席いただきますようお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

【小泉部会長】  どうもありがとうございました。それではあさって、どうぞよろしく

お願いいたします。 

 これをもちまして、第５回計画部会を閉会いたします。本日はどうもありがとうござい
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ました。 

 

―― 了 ―― 


