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午後３時００分開会 
 

【小泉部会長】 定刻となりましたので、これから第５回計画部会を開催いたします。本日はお忙し
い中、また、台風が近づいて、足もとのお悪い中お集まりいただきましてありがとうございました。 
審議に先立ちまして、事務局から確認事項をお願いいたします。 
 
【資源循環推進課長】 初めに、７月の人事異動により、事務局に一部変更がございましたのでご紹
介させていただきます。 
新たに就任いたしました木村廃棄物対策部長でございます。 
 
【廃棄物対策部長】 木村です。よろしくお願いいたします。 
 
【資源循環推進課長】 続いて本日の出欠状況ですが、現在、出席委員数は、部会委員総数１４名の
過半数に達しており、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を確認させていただきます。 
まず「東京都廃棄物審議会計画部会第５回」、本日の会議次第が１枚、委員の皆様の名簿と座席表
の資料が１枚、資料１「廃棄物対策における今後の施策について」、資料２「新たな廃棄物処理計画に
おける計画目標について（素案）」、１枚もので資料３「今後の計画部会開催スケジュール（案）」、参
考資料「『東京都廃棄物処理計画』に関する都政モニターへのアンケート結果について」です。 
また、委員の皆様の席上には、６月２３日に開催いたしました審議会の議事録をお配りしておりま
す。事前にご確認いただいておりますが、追加、修正等ございましたら、９月１５日までに事務局ま
でご連絡いただければと思います。 
冒頭、事務局からは以上でございます。 
 
【小泉部会長】 どうもありがとうございました。これより本日の議題に入りたいと思います。 
初めに⑴「廃棄物対策における今後の施策について」、事務局から説明をよろしくお願いします。 
 
【資源循環推進課長】 それではご説明させていただきます。 
初めに資料３をご覧いただきまして、全体のスケジュールの中での本日の議論の位置づけを確認さ
せていただきたいと存じます。 
本日９月８日は計画部会第５回ということで、本年２月に審議会に諮問させていただいて以降、こ
れまで４回の計画部会で議論をいただいたところです。 
これまでは廃棄物の各課題について、低炭素化・資源有効利用、最終処分量の削減からの３Ｒ施策・
適正処理、最終処分場の問題、静脈ビジネスの発展の促進等、課題ごとにご議論をいただいてきたと
ころです。 
前回までで課題ごとの討議が一渡り終わりましたので、本日は、これまでのご議論を全体的な取り
まとめるご討議ということでお願いしたいと存じます。 
今後の予定でございますが、来月には中間のまとめ、パブコメ等を実施いたしまして、最終答申に
つなげていきたいと考えておりますので、今回の素案は、最終的なまとめに向けた骨組み、素案でも
あるという位置づけでご討議いただければと思います。 
資料１をご覧ください。「廃棄物対策における今後の施策について」、これまでの審議をまとめたも
のでございます。 
１「現行計画の進ちょく状況」でございます。 
今後の施策を検討するに当たっては、現行計画の進捗状況を十分分析した上で、今後の課題につい
て対策を講ずるべきであるというご意見がございました。これは審議会の最初のほうで一度ご提示さ
せていただきましたが、再度、簡単にご説明させていただきます。 
現行計画は六つの計画目標を立てておりました。 
計画目標１が「最終処分量の削減」ということで、目標値が、平成２２年度の最終処分量１６０万
トン、１６年度比で３５％減という目標でございました。これにつきましては平成２０年度実績が１
４７万トン、１６年度対比で４１％減ということで、既に超過達成しているところです。 
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計画目標２が「廃プラスチック類の埋立処分量をゼロに」ということでございました。昨年度から
東京都では、現在、１６３社の産業廃棄物処理業者の皆様と廃プラスチックの埋立ゼロ協定を結んで
おります。 
そうした準備を受けまして、東京都では今年度末で、都の埋立処分場での産業廃棄物のプラスチッ
ク類の受け入れは終了する、２３年４月からは廃プラスチック類の埋立はゼロになる見込みで現在、
準備を進めているところでございます。 
一方、一般廃棄物につきましても、平成２０年度から２３区全体において、一般廃棄物プラスチッ
ク類のサーマルリサイクルが本格実施されております。サーマルリサイクルの実施により、最終処分
量の削減と化石燃料の使用量の抑制につながっているということでございます。 
計画目標３が「建設泥土の再生利用量を５割増加」。これについては平成２０年度の再生利用量が
９０万トン、平成１６年度対比で約５割増加しております。再生利用率は１６％から４０％台へと大
幅に伸びております。 
ただ、これは母数の変化がございまして、資料の１１ページをご覧ください。一番上に建設汚泥の
再生利用量と、右側に折れ線グラフで再生利用率がお示ししてございます。再生利用量は６０万トン
から９０万トンと５割増えていますが、発生量自体は、１６年度から２０年度で大幅に減っています。
そうした関係で利用率自体も大幅に伸びている数字になっているところです。 
計画目標４が「有害廃棄物の都内処理体制確立」です。 
まず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月から受け入れを開始し
ております。平成２１年度末現在で、いままで５，２６０トン受け入れてございます。 
東京都の埋立処分場で受け入れるときには、コンクリートを固化して袋詰めにして受け入れるとい
う規定がございまして、固化等をした後の重さということでございまして、アスベストの純粋な量と
いうことになると、この何分の一かになるということで、一方、東京都内で年間、飛散性アスベスト
を１万トンぐらい発生していると推定されますので、受け入れている率ということでいいますと数％
程度ということでございます。 
次がＰＣＢ廃棄物です。平成１７年１０月に策定いたしました「東京都ＰＣＢ廃棄物処理計画」に
基づいて処理をしております。 
１ページおめくりいただきまして、東京都では日本環境安全事業株式会社で受け入れているところ
でして、処理実績は１７年度から総合計、２１年度末現在でこれだけの量を処理しているところです。 
全体の計画量との対比ということで、１１ページの表「ＰＣＢ処理の進ちょく状況（JESCO 東京
事業所）」のグラフを載せております。左がトランス、右がコンデンサですが、計画量に比べての処理
数量ということで、２１年度実績でようやく半分ぐらい、トータルの処理量でまだ計画値の半分以下
というのが実情です。 
２ページにお戻りください。計画目標５が「産業廃棄物の不法投棄をゼロに」ということです。 
平成２０年度における関東地方の不法投棄の件数は９３件、１６年度対比で７割減、投棄量４万ト
ンは１６年度対比で６割減、大幅に減っておりますが、まだゼロにはなってございません。 
取り組みとしましては、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しております。参加機関は、２１年度末現在で１，１９２件です。 
計画目標６が「優良な処理業者が市場価値を高める仕組みの構築」です。 
一つ目として、スーパーエコタウン事業についてご紹介させていただきました。現在、ＰＣＢ処理
施設、ガス化溶融施設、建設混合廃棄物リサイクル施設など、計９施設が稼働しています。さらに１
施設が稼働準備中、このほか事業用地として 1.5ヘクタールの未利用地があるのが現状です。 
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月から開始いたしました。
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社を認定したところです。 
参考に、都内の産業廃棄物処理業の許可業者数はおよそ１万 3,000余です。 
次に３ページの２「今後の廃棄物対策の基本的考え方」です。 
⑴「現状に対する危機意識」でございます。昨年ご提言いただきました専門家会議等で問題提起さ
せていただいたものをほぼそのまま使わせていただいておりますが、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おり、多くが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、生産プロセスからは温室効果ガスや多くの廃棄物を発生させている。そ
のような現状認識がまずあろうかと存じます。 
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ア、イ、ウと三つに分けておりますが、アは資源にかかわる問題です。今後も発展途上国の経済発
展などで資源利用量はさらに増大する。資源の制約は一層強まるだろうということです。 
イが温室効果ガスの問題です。温暖化は今、人類の生存を脅かす非常に大きな問題となっておりま
す。生産流通過程における温室効果ガスの発生量ということで見ると、再生資源を使うのと天然資源
を使うのでは温室効果ガスの発生量が大きく異なってくる。どうやって温室効果ガスを削減していく
かが重要な課題であるということでございます。 
ウが廃棄物の問題でございます。埋立処分量は、先ほどご紹介したように減ってはおりますが、国
土の狭い日本、東京におきましては新たな処分場を確保することは非常に困難でございます。今ある
処分場を少しでも長く続けていくために、引き続き廃棄物の最終処分量の削減、将来的にはゼロエミ
ッション社会の構築を目指す。このような危機意識が必要であろうということを書かせていただいて
おります。 
⑵「『持続可能な資源利用』を目指して」ですが、以上の危機意識を持った上で持続可能な資源利
用を進めていくためには、これまでの廃棄物の最終処分量の削減を主な目標に掲げてきた施策から発
展させ、天然資源採取量、温室効果ガス排出量、廃棄物最終処分量の三つを同時に削減させるような
統合的な取り組みを進めていく必要があるということを書かせていただいております。 
４ページです。⑶「世界的・中長期的な視野を」ということで書かせていただいております。 
東京は人口が集中する巨大消費地であり、また、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の多くは都外で製造されたものであり、また、排出された廃棄
物は国内外の各地に運ばれ、再生資源として利用されている。こうしたことから、廃棄物処理計画に
おいて資源循環にかかわる施策を考えるに当たっては、東京のみならず、全国的・世界的な中長期的
な視野を持つ必要があるということを書かせていただいております。 
⑷「環境施策全体としての議論を」ですが、これら資源制約、温室効果ガスの問題などは、従来の
廃棄物対策の枠を超えて、引き続き幅広く、中長期的なビジョンで取り組むべき課題であると考えて
おります。さらに検討を深めていく課題、中長期的な課題については、廃棄物の分野にかかわらず、
環境施策全体の中で今後議論するなど、引き続き討議を進めていく必要があるという形でまとめさせ
ていただきました。 
５ページからが３「主要施策」でございまして、こちらが計画の主な柱となる、当面、今後５年間
程度に進めていく主要な施策という観点でまとめさせていただきました。 
まとめの体系立てとしましては、現行計画とのつながりがございますので、着実な成果を目に見え
る形で明らかにするため、現在の計画と同様に、３Ｒ施策の促進、適正処理の促進、静脈ビジネスの
発展の促進という三つの柱立てを踏襲した形でまとめさせていただきました。その三つの柱に基づい
てご説明させていただきます。 
⑴「３Ｒ施策の促進」です。リデュース、リユース、リサイクルという優先順位に基づいて書かせ
ていただいております。 
アが「発生抑制・リユースの促進」でございます。 
一つ目の施策が「家庭ごみの有料化」です。何度か、こちらの計画部会でもご議論いただきました。
一般廃棄物の抑制のためには、家庭ごみ有料化は有効な施策と考えられております。現在、東京都内
では多摩地域の２１の市町において有料化を実施しております。今後、東京都は、既に有料化を導入
している市町村の減量効果、リバウンドの有無、戸別収集など併用施策の取り組み状況等を調査分析
いたしまして、導入を検討している区市町村と、実施済み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ということを書かせていただいております。 
次が「ムーブメントの醸成」です。リサイクルの取り組みと比べまして、リデュース、リユースの
取り組みは進んでいない面がある。この２Ｒを促進するためには、都民だけでなく、清掃事業者、サ
ービス提供事業者の理解、協力が重要である。ごみの発生を抑制するためには、例えば飲食店や宿泊
施設での、マイ箸、マイボトル、マイ歯ブラシ等の持参とか、あるいは物を修理して長く使うという
ライフスタイルの見直しを促していく必要がございます。また、製造段階における省資源化・簡素化・
軽量化の推進などにつきましても、事業者の取り組みを促していく必要があると考えております。使
い捨て製品をはじめとするごみ削減のために、個人個人が取り組み可能なメニューと、その効果の提
示、事業者による先進的な取り組みを紹介するなど、ごみ発生抑制の機運を高めるためのさまざまな
取り組みを推進していくべきと考えております。 
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イが「リサイクルの促進」です。 
最初に挙げさせていただいた施策が「都市鉱山の開発」でございます。天然資源採取量、最終処分
量の削減には、分別の徹底、資源回収の促進が必要でございます。その中で、例えば家電リサイクル
法の対象外でありまして、現在、不燃ごみとして埋立処分されております、携帯電話等に代表される
小型家電に含まれるレアメタルをリサイクルするというのが大きな課題となっておりまして、現在、
国のモデル事業における経験を東京都でも生かしまして、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ということが書かれております。 
また、現在、回収されておらず埋立処分されている不燃物、粗大ごみの中は、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調査・分析し、効率的な回収方法の検討を進めるべきと書かせていただいてお
ります。 
「資源投入量の見える化」でございます。例えば「関与物質総量」、携帯電話一つに必要なレアメ
タル等を発掘するにはどのぐらいの土を掘らなければいけないかというような指標に基づいて調査、
公表が必要ではないかと書かせていただいております。 
「廃棄物処理・リサイクルにかかる費用の透明化」です。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ません。容器包装リサイクルに伴う費用の負担等
にも、このあたりが問題となっておりますので、都は廃棄物会計基準等を活用して、費用の算出方法
等についての必要な情報提供を行ってまいります。 
「種類別の取り組み」ということで、そのほか、例えば廃プラスチック類の PET to PET、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ていく必要があ
ると考えております。 
次に、新たに最近の大きな問題であるということで、ウ「温室効果ガス削減の促進」を項目として
挙げております。 
一つ目が「廃棄物処理・リサイクルによる温室効果ガスの見える化」です。これも何度か討議させ
ていただきました。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
ールということで色々な制度が進められておりますが、循環的利用、廃棄物の処理の過程におきまし
ても、温室効果ガスの削減効果を見える化する方策について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、より環境にやさしい方法を選択してい
ただくようなことが必要と考えてございます。 
「静脈物流の効率化」です。動脈物流に比べ、効率化等が進んでいない静脈物流部門の効率化・低
炭素化を図るために、関係団体等と連携して、現状の分析、調査・整理を行ってまいります。その上
で、地域循環圏、広域循環圏それぞれの視点で、効率的な静脈物流の構築に向け取り組んでいくべき
と書かせていただいております。 
「熱回収の効率化」です。循環型社会形成推進地域計画、国の補助金等のために必要な計画ですが、
こうした制度を通じ、熱回収の高効率化、バイオガスの回収利用についても検討してまいります。ま
た、清掃工場建て替えの際には複数の自治体が連携して、熱回収効率が高い、スケールメリットを活
かした施設がつくれるよう、技術的な助言や指導を行ってまいります。 
「埋立処分場からのメタンガスの削減」です。現在、埋立処分場では、ごみが分解される過程で生
じるメタンガスについて、中防内側埋立地においては回収、発電を行っております。今後は中防外側
埋立処分場においても回収、発電する事業を計画しておりますが、これを確実に行っていくべきと書
かせていただきました。 
エが、いままで述べてまいりました「３Ｒの取り組みを支える体制づくり」という観点でまとめさ
せていただきました。 
一つ目が「グリーン購入の普及啓発の促進」でごす。公共工事、物品調達におけるグリーン購入の
普及啓発を行ってまいります。 
「環境教育・普及啓発の推進」です。３Ｒ施策推進のためには、東京都が施策に取り組みだけでな
く、現状や課題、取り組み状況等を広く都民や事業者の方々にお知らせして理解・協力を得る必要が
あります。そのための普及啓発を、関係自治体等と連携を図りながら進めてまいります。 
大きな柱立ての２番目は、⑵「適正処理の促進」ということでまとめてございます。 
ア「有害廃棄物の適正処理」です。有害廃棄物の適正処理のためには、安全管理・保管の徹底、分
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別の徹底が必要です。ＰＣＢは現在、特別措置法によって進めておりますが、処理の完了期限が定め
られている中でのＰＣＢ廃棄物の処理の促進が必要でございます。 
また、微量ＰＣＢ廃棄物は、適正処理のための新たな体制整備が求められておりまして、これを進
めていく必要がございます。飛散性アスベストについては引き続き、都の処分場での受け入れを継続
していくべきと書いてございます。 
イ「産業廃棄物の適正処理の促進」です。非飛散性アスベスト、廃石膏ボードなどは、分別や適正
処理について、所管部局あるいは私どもの産廃Ｇメンの活用により周知徹底を図ってまいります。不
法投棄の削減に向けましては、近隣の自治体、関係団体等と連携して、現場への立ち入りや元請け業
者の指導等を徹底強化するべきということでございます。 
ウ「一般廃棄物の適正処理の促進」です。部会でも何度か話題になりました、例えばガスボンベや
ライター等の、火災の原因となる危険物、あるいは注射針等の医療廃棄物、あるいは水銀等を含む蛍
光管・乾電池等、あるいは資源ごみの抜き取り事業者に対する対策の強化、今後、来年度にかけて問
題になろうかと考えられます、地デジ化に伴う廃テレビの不法投棄防止などのために、区市町村、近
隣自治体、関係団体との連携を密にし、適正な対策を講じてまいります。 
エ「廃棄物処理施設の適切な管理運営」です。まず東京都自体が管理しております東京港内にある
埋立処分場でございます。新たな処分場の確保はきわめて困難ですので、現在の処分場をより長く、
大切に使うために、環境負荷の削減、あるいは維持管理のための負担費用の最小限化ということに努
力をしてまいります。 
廃棄物の最終処分場の現状について、広く都民や事業者の方に理解していただくために、都の処分
場のみならず、多摩とか島しょの埋立処分場とも連携しながら、埋立処分場からの情報発信について
も積極的に取り組むべきということでございます。 
区市町村が設置するリサイクル施設につきましても、複数自治体による広域処理など、より効率的
な運営ができるような、必要な指導助言を行っていくべきとさせていただいております。 
９ページ、⑶「静脈ビジネスの発展の促進」です。 
ア「優良な処理業者が優位に立てる環境づくり」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ございます。そ
のため東京都としましては、排出事業者に対して、排出者責任の徹底、適正なコストの負担、意識啓
発を図る必要がございます。 
また、処理業者、リサイクル業者の方々に対しましては、いろいろな実態がございますので、業界
構造・実態の把握に努めると同時に、廃棄物処理の透明性を高めるために、事業者みずからが広く自
社の情報を発信するような働きかけを東京都としてもするべきと考えてございます。 
さらに静脈ビジネス発展のためには、廃棄物処理業者、リサイクル業者の方々が、単に処理する受
け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、さまざまな制
度を使いまして、それぞれの事業者が真にリーダーたる業者として育っていただけるような取り組み
を推進していくべきと考えてございます。 
第三者評価制度は、国の優良性評価制度との適合・検証などを進め、認定制度の内容についても検
証を進めてまいります。 
イ「スーパーエコタウン事業の推進」です。先ほど申し上げましたように、現在、1.5 ヘクタール
の事業用地があいております。経済状況等を見きわめながら、必要なリサイクル施設の誘致をしてい
く必要があろうかと考えてございます。また、スーパーエコタウンによる先進的な取り組み事例を今
後、国内外にも積極的に情報発信していくべきとしてございます。 
ウ「共同技術研究の実施、国際協力の推進」です。 
３Ｒ施策や適正処理、静脈ビジネスの発展、促進のためにはさらに技術の高度化が必要です。都は
技術の高度化を図るため、大学、産業界、研究機関等と連携し、産学公それぞれの強みを活かした共
同技術研究調査等を実施してまいります。 
また、現在、都が保有している知識や技術については、海外に向け積極的に情報発信し国際協力を
推進するべきと書かせていただきました。 
続きまして、資料の最後の参考資料についてご説明させていただきます。 
東京都には都政モニター制度という、都政に関心を持ってくださる都民の方何名かを毎年選ばせて
いただき、幾つかのアンケートにご回答をいただき、都の施策に反映するという制度がございます。
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この都政モニター制度を利用しまして、この７月に、廃棄物処理計画に関してのアンケートを実施し
たところです。その概要について簡単にご説明させていただきます。 
５００人のモニターの方に送付いたしまして、回答数は４３８、回収率が 87.6％と大変高い回答を
いただきました。回答方法は、今回は広くいろいろな意見をお聞きしたいということで自由記入形式
とさせていただきました。そのかわり質問は限定しまして２問にさせていただいたところです。 
回答結果でございますが、質問の１は「東京都は持続可能な社会の構築のために、今後は天然資源
採取量、温室効果ガス排出量、廃棄物最終処分量の三つの削減に統合的に取り組む必要があると考え
ています。あなたは持続可能な社会を実現するためにはどのように取り組んでいくべきだと思います
か。ご意見をお聞かせください」ということで、自由にご回答をいただいたところでございます。 
主な回答結果を幾つかまとめてございます。「複数回答あり」ということでいろいろな回答をいた
だいたところです。３ページの下に大きく回答を分類分けしたグラフを掲げてございます。「現状や課
題を情報発信してもらいたい」「分別・リサイクルの徹底が必要である」「物を大切に、リユースの推
進」、そのようなところに多くのご回答をいただいているところです。 
１問目が総論的な質問、２問目が各論的な質問ですが、いろいろな分野がありますが、今回はレア
メタルのリサイクルについて「現在、都内では江東区、八王子市が小型家電リサイクルのモデル事業
を実施し、イベントでの回収や、公共施設や駅などにボックスを設置するなどして回収を行っていま
す。あなたはレアメタルなど、貴重な金属が含まれている使用済み小型家電についてどのような回収
方法が望ましいと思いますか。ご意見をお聞かせください」というアンケートをいたしました。 
主な回答結果は、６ページに簡単にグラフでまとめさせていただきました。一番多かったのは「何
らかのインセンティブが必要ではないか」というご意見でした。「小型家電リサイクルの重要性を周知
してほしい」という意見もありました。 
「インセンティブ」の内訳が下にございまして、「現金、金券、ポイント付与」などが望ましいと
いう意見が一番多かったところです。回収場所・方法等については、「家電量販店、販売店」「公共施
設、駅」「スーパー、コンビニ」など拠点による回収が望ましいということで、「通常のごみと一緒に
回収」というのは４番目の回答数でした。詳細は後ほどご参照いただければと思います。 
このアンケート結果も本日、委員の皆様からいただいたご意見と合わせまして、今後、中間のまと
め等を作成していくに当たっての参考としていきたいと考えております。 
長くなりましたが、以上で説明は終わらせていただきます。 

 
【小泉部会長】 ありがとうございました。いままで計画部会が４回開催してきましたが、これまで
の審議のまとめということで、１の「現行計画の進捗状況」、２の「今後の廃棄物対策の基本的考え方」、
そして３の「主要施策」と参考資料の「都政モニターへのアンケート結果」の概要をご説明いただき
ました。 
事務局のご説明について何かご意見、ご質問等ございましたら、よろしくお願いいたします。挙手
をしていただければありがたいと思います。 

 
【上田委員】 資料１の５ページですが、「ムーブメントの醸成」のあたりに入れていただきたいのは
リターナブルびん。今は非常に少なくなっています。優等生はビールびんですが、ほかの酒類、飲料
のリターナブルは非常に少なく、最近ではワタミが非常に力を入れて、独自のびんをつくって、それ
をリターナブルしようという動きがありますが、多岐にわたる、日本酒とかそのほかのものですと費
用ばかりかかって、実際はなかなか難しいということですが、ＣＯ2 云々の場合には必ず必要かと思
いますので、入れることができれば入れていただければと思います。 
 ８ページにある、ウ「資源ごみの抜き取り事業者に対する対策の強化」、初めて抜き取りということ
を入れていただいて大変ありがたく思います。現在、都議さんにもお願いし、委員会を設置して、対
策を講ずるようにお願いしているところです。都にもお願いしていますのが、現在、防止対策の委員
会をつくろうということで動いていただいておりますが、我々、いわゆる専ら物を扱っているリサイ
クル業者としては喫緊の問題ですので、ア、イ、ウ、エ、オの中で、ウの次のエに新しくエをつくる
ような、大きな一つのくくりでお願いできればと思います。対策強化を、例えば「区市町村や近隣事
業体で」云々とか、そういうことでお願いできればと思います。 
 ９ページの７行目、「処理業者」云々で「処理料金のダンピング」の次に、処理云々だけでなく、再
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生資源は実際に売買されているものですから、行政回収等から発生する再生資源を買う値段について、
現在、採算を無視した高額な値段で意地でとるとか、そういう市況を乱す業者がいるので、「ダンピン
グ」の次に、「及び再生資源の採算を無視した高額な買い入れ等の実態」などを入れていただければと
思います。以上です。 
 
【小泉部会長】 ありがとうございました。３点あったかと思いますが、いかがでしょうか。 
 
【資源循環推進課長】 今回の資料はあくまで中間のまとめの素案でございますので、本日、委員の
方々からご意見をいただき、取り込めるところは取り込んでいきたいと考えております。 
 最初のリターナブルびんについては、確かに今あまりお見受けしないので、どのぐらいそういう制
度が有効になっているか、私どもも存じないところがありますが、リユースの観点でいえば非常に重
要な取り組みかと思いますので、実態をいろいろと教えていただいて、次回、この計画に取り込める
かどうか検討させていただきたいと存じます。 
 ２点目は、８ページの⑵の「適正処理の促進」の項目立てのお話で、現在は有害廃棄物、産廃、一
廃という形でまとめさせていただいております、例えば資源ごみは、ほかの一廃と性質が違う部分が
あるので、抜き出したほうがよいのではないかというご意見だったかと存じます。この点も次回以降
検討させていただきたいと存じます。 
 ３点目は、９ページのダンピングの実態の後に、高額な価格による買い取り等をというお話でござ
いました。ここの趣旨は、ビジネスとして適正に運用されて、優良な事業者が評価されるビジネスの
確立ということですので、ダンピングが悪くて、高額ならいいということはございませんので、不適
正な契約の阻止という意味では対象になるかと存じます。この辺もいろいろ状況等をお聞かせいただ
き、どういう形でまとめられるか、今後、検討させていただきたいと存じます。以上でございます。 
 
【小泉部会長】 今後よろしくお願いしたいと思います。そのほかいかがでございましょうか。 
 
【安井委員】 上田委員のご指摘のムーブメントの５ページですが、リターナブルびんの話、結構調
べておりまして、ワタミが今やっておりますことは、事業系は費用がかからないでもうかって、何も
悪いことないですね。ですから、もう少し事業系にお勧めいただくのがいいような気がいたします。 
どうやって進めるかということですが、最近、仕分け等々は国のほうでは進んでしまって、広報費
用を国からほとんど出さなくなっています。例えば「３Ｒ大賞」というのがありましたが、だめとか
いろんなことを言われて、たぶん全部潰れます。そうなると東京都にお願いするしかない。そんな状
況です。国もお粗末。ですから、そのあたりを含めて、表彰システムみたいなものをぜひつくってい
ただきたい。例えば軽量化の話などもずいぶん表彰してきたのですが、最近出てきているようなもの
に関してはたぶんできないかなという感じですね。 
ムーブメントと聞いて思わずピンときたのですが、この間、いろいろなところに書いて結構反響が
あって、反対意見も来るんですが、エコキャップ運動という、ペットボトルのキャップだけ集めると
いう運動をやっている人がいます。あんなものは意味がないと一たん蹴飛ばしてしまったものですか
らいささか問題なんですけど、そのことで何が一番の、私にとって衝撃であったかというと、日本人
のマインドにきわめてぴったりとああいうムーブメントというのは、考えようによってやる手がある
なあという話なんです。あれそのものはだめなのかもしれないけれど、例えばリターナブルびんを返
したら、それが寄附につながるとか。 
何でもかんでもインセンティブという考え方でいままでやってきていると思うけれど、携帯電話で
インセンティブ、あんなものは大したことはない。ですから、返したら、寄附の証書でも１枚差し上
げるほうがよっぽど気が利いているような気がしていて、日本人はあまり派手な格好で寄附をしない
民族、なぜかそういう民族ですが、それを何とか日常生活の中で、エコキャップみたいなところでや
るとうまくいくんだなというのが一つわかってきたので、インセンティブだけじゃない、社会への小
さな貢献というのがキーワードとしてすごくいいような気がするので、その辺も少し入れられないか
なという気がします。 
６ページですが、この間、モンゴルのウランバートルへ行ったら、初代のプリウスがべらぼうに走
っていた。まさにこれはいかんと思ったんですが、ここに書いてあるように、資源のことを考えると、
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あんなものは本来輸出すべきじゃないのかもしれないという気もしないでもない。もっとも大した値
段じゃないですけどね、資源的には。東京都がやっても単独というわけにはいかないので、国レベル
への働きかけが必要なものは、それなりにそういう方向性かなという気がいたします。 
同じく６ページの「種類別の取り組み」に、PET to PETのリサイクルがありますが、アメリカで
は既にメカニカルリサイクルと称する、ケミカルでも何でもなく本当にメカニカルなリサイクルをや
ってもいいという状況になっているにもかかわらず、日本では厚労省がたぶん認めないみたいな感じ
なんですね。その辺のリスク評価をやってでもやる気があるかどうかというところが問われてきます
が、その辺の最新的なところも自治体しかたぶん突破できないかなというような気もする。先程から
申しておりますが、最近、国の実力が落ちているので、自治体に期待みたいな感じでございます。 
８ページのエに「廃棄物処理施設の適切な管理運営」とありますが、これを読ませていただいて、
この間あった足立区の焼却炉の水銀の話、ちょっとそれを想像させる記述を書きたいかなみたいな気
がしますね。あれは結局どうなったのか、私は最終的な結論はよく知りませんが、ああいうとんでも
なことをやられてしまうと、１０億円、幾らか知りませんけど、という格好で被害が出るわけですか
ら、あれに関して何か記述があってもいいかなという気がいたしました。以上です。 
 
【小泉部会長】 ありがとうございます。いろいろコメントいただきましたが、事務局から何かござ
いますでしょうか。 
 
【資源循環推進課長】 示唆に富むご意見ありがとうございます。小さな社会的な貢献など大変キャ
ッチーな感じで、使えそうな感じもしますので、今後いろいろと勉強させていただきたいと存じます。 
 
【廃棄物対策部長】 足立工場の水銀事件は、６月から７月にかけまして、２３区内の四つの清掃工
場で、排ガスの水銀濃度は法的な規制値はありませんが、工場として自主基準値を決めていまして、
それを超えたということで、大量に水銀が捨てられたんじゃないか、清掃工場に持ち込まれたんじゃ
ないかということで、今、原因を究明しております。持ち込んだ業者さん、想定される医療機関や研
究機関を調べておりますが、まだ原因がわかっておりません。 
水銀が問題なものですから、国のほうで、水銀条約というのを 2013 年をめどにやろうかというこ
とで国際的な動きがある中で、そうなりますと、大気への放出をどうするかとか、輸出入を水銀につ
いて規制しようとか、余った水銀は保管をしなくちゃいけない、保管費用はだれが負担するのかとか、
そういう話が国のほうで進んでいきそうなものですから、我々都としましても、こういう事件が現に
起きておりますので、「蛍光管・乾電池」と書かせていただきましたが、それ以外に水銀の血圧計とか
体温計とか、一個当たりの使用量が多いのがそれなりにありますし、代替可能なものもあるわけです
ので、その辺についても引き続き、原因究明と同時に、水銀の管理全体をどうするかという視点で取
り組んでいきたいと思っています。 

 
【小泉部会長】 よろしくお願いします。それでは勝浦委員よろしくお願いします。 
 
【勝浦委員】 幾つかありますが、まず３ページの⑴のイに温暖化ガスの話が出ていまして、生産流
通段階での話と廃棄物の話が出ているんですけれども、先日、私どもからお話ししましたが、使用す
る段階で、例えばプラスチックの場合ですと、非常に軽量化ができ、そのために使用段階でのＣＯ2
排出量を削減するという貢献の部分もあるので、使う段階でのメリット、デメリットみたいなことも
書き加えていただければと感じます。 
 もう１点は、先ほど安井先生から PET to PETのお話がありましたが、PET to PETというのは何
の意味なのか、ペットボトルのボトル toボトルの意味であればペットボトル toペットボトルと書か
ないと、何を指しているのかがわからないので、もう少し書いていただきたい。 
  熱回収の効率化の部分ですが、７月、８月、有明の清掃工場と、その後、東京臨海の冷熱供給の会
社を見に行きましたが、非常に効率のいい熱回収が行われて、しかも、回収された熱を今度は冷熱で
地域に出しているということで、非常に高い熱効率が達成されているのですが、話を聞くと、清掃工
場に入ってくるごみの量が非常に少なく、能力が十分に出ていないという話を聞きました。 
ここには「複数の自治体が連携して」と書いてありますが、建て替える前に、既存の清掃工場の中
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で、東京都にたくさん清掃工場がありますが、熱効率のいい工場もあれば、比較的熱効率の悪いとこ
ろもあるので、民間の会社では、一番熱効率のいいところの稼働率を上げて、効率の悪いところはと
めるというぐらいのことをやって、トータルとしての熱効率をよくするということは当然行われない
とおかしいと思うので、清掃工場の場合、何区から出たごみはどこで燃やさないとという、ある程度
規制があることは十分わかっておりますが、せめて東京都の中であれば、もう少し自由に動かして効
率を、まず既にあるものの有効利用を考えないと、今後建てるものをどうするかもちろん大事ですが、
今あるものをもっと効率よく動かすこともぜひ考えていただきたいと思いますし、そういうことは不
可能なのかどうかお尋ねしたいのですが。 

 
【小泉部会長】 ３点目はなかなか難しいと思いますが、事務局からお答えできる範囲でよろしくお
願いしたいと思います。 
 
【資源循環推進課長】 最初の書きぶりの話ですが、プラスチックのメリット、デメリットのお話、
あるいは PET to PETの言い方等については、ご指摘の趣旨を踏まえて検討させていただきます。 
 
【調整担当部長】 清掃工場も、組合や各自治体など、かなりいろいろな形で運営されております。
有明で見られたのは清掃一部事務組合といいまして、２３区の清掃工場の中でございます。２３区の
清掃工場の中では、ある程度ごみの回しは可能になっております。熱回収率、発電効率もほとんどが
かなり高い清掃工場になっていると思っております。 
 多摩地域の清掃工場は、市が単独でやっている場合、あるいは組合がやっている場合、いろいろご
ざいまして、自由にごみを移動することが難しい状況になります。多摩地域の古い清掃工場の建て替
えに当たりましては、補助金もかなり出るようになりまして、高効率発言を目指す、あるいは非常に
小さな清掃工場であれば、幾つかの市がまとまって一つの工場を建てて、効率のいい清掃工場をつく
る。そういう方向で徐々に動いてきているところでございます。自治体独自でやっておりますのでな
かなか難しいところがありますが、そういう形で動いているのが事実でございます。 
 
【小泉部会長】 よろしいでしょうか。現実的にはなかなかいろいろな問題があるようですが。 
 
【勝浦委員】 同じ清掃一部事務組合の中でも、熱効率のいいところと、我々、ホームページを見ま
すと、結構効率のいい光が丘とかそういうところと、まだまだ低いところとあると思うので、そのあ
たりもっと極端なシフトは考えられないのか。 
 私も何％というところまで十分把握はしておりませんが、結構差があった記憶があるのですが。 
 
【調整担当部長】 今、一組の清掃工場は、古い工場から新しい工場にかけてだんだん熱発生効率は
上がってきております。おおむね１３～４％ぐらいから２０％ぐらいの間に入っているかと思ってお
ります。古い工場は順次建て替えに入っております。 
 勝浦委員が言われた、ごみがなくてというのはよくわかりませんが、廃プラのサーマルリサイクル
になり、今、２３区の清掃工場は全体的にかなりごみが多い状況にあると私は認識をしております。 
 ごみの回しが簡単にいかないのは、例えば杉並区のごみを江東区に持っていくとなりますと、運搬
費用がかなりかかってしまいます。ですから、トータルで考えていかないといけないということと、
運搬費用と焼却処理の管理と、区と一組で分かれているところもありますので、なかなか難しいとこ
ろがあるのは事実かと思っております。 
 
【小泉部会長】 よろしいでしょうか。崎田委員、お待たせいたしました。よろしくお願いします。 
 
【崎田委員】 ありがとうございます。資料１を中心に幾つか意見を言わせていただきたいと思いま
すが、「廃棄物対策の今後の施策」のところは、今回新しく出すときに、いわゆる循環基本計画の精神
を明確に位置づけて出すというような形をとれないかなと思います。 
どういうことかといいますと、先日、北海道に循環型社会の推進状況をいろいろ伺いに行く会議が
ありまして、北海道の循環型社会の条例の説明を受けてきましたが、前半が３Ｒを推進する内容で、
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後半が、いわゆる廃棄物と産業廃棄物の規制的な措置を明確に書いてあるような条項がありまして、
その両方で一つの条例を明確につくっておられるのですが、条例とまでいかなくても、循環基本計画
をきちんとつくっていくというような姿勢をもう少し強く打ち出しながら、その中に、３Ｒの促進と
廃棄物対策をきちんと出していくような形で今度の計画をつくっていけたらうれしいと思っています。 
次に、１ページの計画目標２「廃プラスチック類の埋立処分量をゼロに」ですが、ここに関して、
東京都はぜひいろいろな配慮をしていただきながら、情報発信していただくとうれしいとすごく思い
ます。東京都は大事な廃プラスチック類をただ埋立してしまうのはもったいない、きちんと熱回収と
して利用するということを発信しているというスタンスだと思いますが、この情報が外に出て行くと、
プラスチックは燃やしたほうがいいみたいなマスコミの頭文字が躍ってしまうんですね。そうすると、
あまり状況のわからない方がそういうところだけを広げていろいろ話が広がっていく感じがしますの
で、情報発信のときには趣旨を徹底する形でやっていただければと思います。 
３ページの「今後の廃棄物対策の基本的考え方」というところで、リデュース、リユース、リサイ
クル、最終処分という流れはもちろんいいのですが、前回の会議のときに、ゼロエミッションを目指
す、ウにも書いてあるんですが、そういう視点で少しきちんとしたロードマップをつくるぐらいの勢
いがあっていいのではないかというご意見があり、私も賛成しましたが、全国ではあと１８年、東京
都だとあと５０年という流れです。全国であと１８年というと 2028 年ぐらいの感じで、ゼロエミッ
ションにするにはどのぐらいのロードマップをつくるのかという、そのぐらいの雰囲気で、こういう
ところをしっかり提示していくという潔さもあっていいのではという感じもいたしました。 
５ページの個別のところですが、最初の「発生抑制・リユース」に、家庭ごみの有料化が明確に出
てきているというのは大変重要だと思っています。 
先日、札幌に伺ったときに、札幌市が１９０万人都市で家庭ごみ有料化を導入して、１年で３０％
減らすことができて、四つある清掃工場のうちの一つを修理しないでとめることができるようになっ
たというお話があり、ごみ減量がどういうことにつながるのかをきちんと市民に提示しながら、例え
ば東京、特に２３区がどんなふうにこれから減量の道筋をつくるのかは大変重要だと思います。 
ですから、ここにも情報提供と書いてあって、もちろんいいのですが、今、２３区は各区の審議会
でかなり有料化の話が出ていますが、最終的には区長会が各区事項にしたということで皆さんなかな
か踏み出せない。ですから、もう一度区長会できちんと話し合っていただく、あるいは清掃工場の修
理計画を見据えて、どうやって減らしていくのがいいか、そういう本音の議論というか、支援ができ
るような、情報提供をしていただくのが大事かなと感じています。 
ムーブメントですが、リデュース、リユースのムーブメントの醸成だと思いますので、先ほどリタ
ーナブルびんのお話などもあり、こういうところは重要だと思いますが、ことし９都県市でマイボト
ルなどの発信を１０月ぐらいを目指して一生懸命準備をされていると思いますが、こういう組織を使
ってできるだけ定着していくのが大事だと思います。今、全国で、地域の中で、いろいろな主体の方
が集まって地域協議会づくりを進めながら、レジ袋削減とか、その次のリユース政策をやっていった
らどうかという動きが広がっていますので、東京都の中では、そういう取り組みがどんなふうに広が
っているのか、状況を把握していただいて、そういうことが広まるように情報提供していただくのも
大事ではないかと思っています。 
先ほどムーブメントということで、小さな貢献をつなげていくことも呼びかけできるのではないか
というご意見を伺いながら一つ思ったのですが、今、神奈川県で、繊維製品を持ち寄って、それをき
ちんとリユースショップに並べて、売上をアジアの教育支援に使っているＮＰＯのグループがありま
す。神奈川県内だけで５４店舗広げて３億円の売上があるのですが、2,000 万円の税金がかかって、
寄附ができるのが 2,000万円しかないと言っていつも泣いていらっしゃるのですが、こういうシステ
ムにメーカー側が応援しながら、繊維製品のリサイクルの仕組みをつくっていくとか、こういうこと
もうまく活用していただければうれしいと思いました。 
６ページの「種類別の取り組み」で、廃プラスチックの話などいろいろありますが、製品プラスチ
ックと容リプラスチックと一緒に集めるとどうなるかという実験を始めている港区さんのようなとこ
ろもありますので、種類別の取り組みの情報をきちんと出していくのも大事だと思っています。 
自治体では、容器をリサイクルできると、今度は生ごみが残っていくというのがすごく明確で、生
ごみをどうリサイクルなり適正処理していくかを真剣に考えていらっしゃるところが多いですが、ほ
かの区はどうするのかと横を見ていらっしゃる感じがすごく多いので、ある程度の方向性や、そうい
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う情報などを出していける形になるといいと思っています。 
最後に９ページの国際協力ですが、急激なごみ問題が広がっているアジアときちんと連携するのが
大事だと思いますが、一つ気になっているのは、最近、「不用品回収します」というチラシが家のポス
トなどにたくさん入ってきます。ああいう家電の流れに関して、きちんとリユースとして流れている
のであればいいですが、もし不適切なリユースが、不用品回収という陰で脈々と続いていたら大変困
るので、そういう状況をもう少し的確に把握できるような方法はないかなど、ここのところそういう
ことを考えております。よろしくお願いいたします。 

 
【小泉部会長】 どうもありがとうございました。８点ほどあったと思います。議事録にまとめた段
階で精査していただければと思いますが、最初の循環基本計画の辺のところから、事務局から今お答
えいただける範囲でお願いします。 

 
【資源循環推進課長】 広い範囲にわたってのご意見をありがとうございます。最初の循環基本計画
の話から、廃プラ、埋立処分量に関する情報発信のお話、ゼロエミッションへのロードマップ、有料
化に対する情報提供、地域協議会あるいはＮＰＯの活動等についての情報提供、情報発信、プラスチ
ックや生ごみ等の処分についての各自治体等への情報発信というようなお話があったかと思います。
どれも非常に重要なことと考えておりますので、今後検討させていただいて、何らかの形で中間のま
とめに盛り込めるかどうか検討させていただきたいと思います。 
不用品回収業者の件は私どもでもウォッチしている部分がありますので、担当課長からご説明いた
します。 

 
【一般廃棄物対策課長】 粗大ごみ等の不適正な回収実態の問題についてですが、不用品となった電
気製品等ただで回収しますというようなことを最初に言って、実際はきわめて不当で高額な請求を後
からするという不適正な案件について、現在、都の自治体においてもかなり生じている実態について
は聞いております。 
板橋区で起こった事件では警察が立件して、処理をしている状況があります。 
都の消費生活の部局でもその辺の問題意識を持って、消費者センターなどへ情報があれば警視庁に
情報提供して、適正化を図るなど、そういう取り組みを始めつつあるという状況にあります。 
ただ、実態をつかむのがなかなか難しい中で、対応を始めつつあるという状況にあると思います。 
 
【北村委員】 板橋区の立件というのは何法違反という容疑ですか。 
 
【一般廃棄物対策課長】 廃掃法違反ということです。 
 
【北村委員】 無許可収集運搬ということですね。 
 
【一般廃棄物対策課長】 はい。詐欺という形での立件も当然視野にあるとは思うのですが、今回の
板橋の案件では、廃掃法での一般廃棄物の無許可営業という形だと思います。 
 
【小泉部会長】 よろしいでしょうか。それでは、どうぞお願いします。 
 
【松野委員】 第１は瑣末な確認で恐縮ですが、資料の１ページから２ページで、トランスとコンデ
ンサが集まっていないというご報告がありましたが、日本環境安全事業株式会社という一つの会社の
実績が、計画の半分にとどまったということを定性的に言っているのか、東京都として、トランス、
コンデンサが思っていたよりも集まっていないのか、どちらを意味して出されているのか。たぶん後
者だと思いますが、その点の確認です。 
２点目は、４ページの「世界的・中長期的な視野を」のところで、先ほど安井先生も出されていま
すが、「廃棄物処理計画において、特に資源循環においては全国的、世界的な視野を持つべきである」、
確かに総論賛成で、そのとおりですが、全国的というのは、確かにそうしないと動かないというのは
もちろんですが、世界的、グローバル化という言葉を出した瞬間、確かに経済合理的にはそういうこ
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とが必要なのかもしれませんが、見方によっては、日本にある都市鉱山の貴重なレアメタルやそうい
ったものが海外に流出することもあり得るので、ここは言葉としてこれでいいのか、少し慎重に、世
界的な視点で持ってほしいとお願いしたいと思います。少なくとも東京都が税金を使って資源流出を
促進させるような枠組みはつくってほしくないなというのがございます。 
５ページ目、６ページ目で、「都市鉱山の開発」とか「温室効果ガス削減の促進」で「見える化」
という文言を入れてくださったことは非常に感謝いたします。 
特にカーボンフットプリント、この２～３年のはやりだとは思いますが、今、あちこちで議論をし
ておりまして、私もついに捕まりまして、ことしの７月、８月は本当に大変な思いしかしていないの
ですが、特に温室効果ガス、リサイクルによる削減量の「見える化」、もちろん総論は賛成ですが、一
番けんけんがくがくの議論になるところですので、実施されるときはぜひとも慎重にやっていただき
たいとコメントさせていただきます。 

 
【小泉部会長】 貴重なコメントありがとうございました。この件に関しまして、特にトランス、コ
ンデンサのところ、お答えがございましたらよろしくお願いいたします。 
 
【産業廃棄物技術担当課長】 トランスとコンデンサにつきましては、これは物が集まってこないと
いうのではなく、日本環境安全事業株式会社に処理の申し込みをしているのですが、処理能力が当初
の見込みどおりに追いつかずに処理ができないということで、今、半分にも満たないような状況にな
っているということでございます。 
 
【松野委員】 集まってきているのはストックされているということですか。 
 
【産業廃棄物技術担当課長】 個々の事業者が保管している状況です。 
 
【高橋（辰）委員】予約しているけれど滞っているわけですよね。 
 
【勝浦委員】これでは集まっていないとは読めないですね。もうちょっと詳しく書かないと。 
 
【小泉部会長】 その辺はもう少しわかる形の記述にお願いいたします。 
ほかの２点はよろしいですね。どうもありがとうございました。 
それでは高橋委員、お願いします。 

 
【高橋（辰）委員】 記述の話ということですけれども、１ページの計画目標２の「廃プラの埋立処
分量をゼロに」は、我々建設廃棄物を出している者としてはどうもピンとこない。 
 東京都内で仕事をしていて廃プラが出ます。もちろん東京都内の埋立処分場に持っていけないわけ
ですが、ほかの県の埋立場へ、遠くは北九州まで持って行っているわけです。その辺はいいとしても、
最近聞きますのは、海外に廃プラが行っているという話があります。２ページ目で、先ほどどなたか
おっしゃいましたが、東京で排出された廃棄物が国内外の各地に運ばれていると。廃プラがその中に
入っているのかな。 
 ある新聞記事によると、海外への輸出が何と１６０万トンに及んでいるという話がこの間、出てお
りましたので、その辺を調査していただきまして、たぶんそのようになっているかと思うのですが。 
それと、先ほどから出ていますペットボトル toペットボトル、そういうことも含めますと、この計
画目標の中の、サーマルリサイクルだけではなく、PET to PETであればマテリアルリサイクルです
から、この文章の中の「一般廃棄物廃プラスチック類のサーマルリサイクルの本格実施」、同じく「サ
ーマルリサイクルの実施により」という言葉が二つ続いていますが、もしかするとマテリアルリサイ
クルの間違いではないかと思いますが、マテリアルリサイクルもこの中に入って来ないと、先ほどの
海外へ輸出される１６０万トン、ほとんどこれはマテリアルリサイクルだと思います。その分がどの
ぐらいあるのか。一般廃棄物もたぶん中国とか香港に行っていると思うのですが。その辺が１点。 
もう一つピンとこないのは計画目標５です。「産廃の不法投棄をゼロに」ということですが、関東
地方１都６県で何かをされているということでしょうか。東京都だけの話ではなくて。東京都だけで
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不法投棄、これは不法投棄をしているではなく、されているほうですね。不法投棄の件数は、１都６
県に不法投棄をされている場所の件数を減らそうということですね。 
その場合に、東京都の計画目標の中に、関東１都６県の値が入っていていいのかなということと、
そのほかの計画目標には具体的な目標値が入っているのですが、ここは、ゼロが目標値かもしれませ
んが、ちょっとピンとこない。 
それと、「感染性廃棄物」、「ＩＣタグを」とありますが、これによって不法投棄がゼロになるとい
うのがピタリとはつながらないのではないかとそんな気がいたします。 
最後に、我々に関係があるところは、計画目標６の最後の産廃の優良性評価、これは我々の建廃の
業者が多いのですが、わざわざ許可業者数が書いてありまして、その中で１０７社あるいは７７社と
いうのはあまりにも少ないと思うわけです。 
今後の施策として、どの辺まで持っていくのか。あるいは逆に１万 3,470社の実態を把握するのか。
そういうふうに考えてしまうのですが。これは申し込みを待っている状態ですよね。申し込みがなけ
ればやらない形でしょうから、その辺の施策をどうするのか、お伺いしたいと思います。以上です。 

 
【小泉部会長】 ありがとうございました。廃プラのお話、不法投棄のお話、エキスパートとかプロ
フェッショナル、そういったお話だったかと思います。時間の関係もございますので、ただいまのご
指摘には次回までにいろいろと対応していただいて、今回だけではなくもう一回、部会は開催されま
すので、まだまだご意見があろうかと思いますが、予定の時刻をだいぶ超過しておりますので、今の
３点についてはしっかりと次回までに対応をよろしくお願いしたいと思います。 
まだご意見があろうかと思いますが、もう一つ議題が残されておりますので、ただいま計画目標の
お話も出てまいりましたので、２番目の議題に移って、時間があれば、１の「今後の施策について」
の中でのご意見、ご質問等を承りたいと存じます。 
２番目の「新たな廃棄物処理計画における計画目標について」、事務局からご説明をお願いします。 

 
【資源循環推進課長】 資料２をご覧ください。「新たな廃棄物処理計画における計画目標について（素
案）」でございます。 
まず「基準年の考え方」ですが、リーマンショックの影響により、特に産業廃棄物等でかなり量の
乱高下がございますので、それ以前ということで、平成１９年度を基準年とさせていただいておりま
す。参考とした主な計画は東京二十三区清掃一部事務組合の一般廃棄物処理計画、東京たま広域資源
循環組合第４次廃棄物減容（量）化基本計画、各区市町村から上がってきました東京都の分別収集促
進計画などでございます。 
１が「一般廃棄物」、⑴「ごみの発生・排出量」です。 
一番下の表をご覧いただきたいと存じますが、１９年度５１３万トン、２０年度４９１万トンです。
都内の今後の人口の予測ですと、今回の計画が２７年度までを計画年度としておりまして、２７年ご
ろまでは、人口は若干増加することが予測されております。夜間人口が４％ぐらい、昼間人口が１％
ぐらい増加するのではないかと予想されております。ごみの排出量はかなり昼間人口に左右されると
ころがございますので、特に東京は事業系が多いということがございますので、おおむね人口による
ごみの量の増加、一人一人が今と同じ量のごみを出すとすると、人口増によってごみの量は、おおよ
そ２７年度までに２～３％は増加するのではないか。しかしながら、今後の資源利用のためには、い
ろいろなリデュース、リユースをしてもらってごみの発生抑制が必要で、１０％程度は発生抑制をし
なければならないということで、２７年度の目標値が４７０から４７５万トンとしております。 
⑵が再生利用量の目標です。１９年度１１５万トン、２０年度１１５万トンと横ばいでございます。 
現在、東京都の分別収集促進計画で、今後数年間の各区市町村の容リ法の回収への取り組みの計画
が上がってきております。それによると、実施区市町村が幾つかふえますので、それにより１０万ト
ン程度は分別収集が進むだろうということで、平成２７年度の目標値が１２０から１２５万トン、率
に直しますと、１９年度２２％から、２７年度２６％程度になるということでございます。 
一般廃棄物の最終処分量は、以上のような発生抑制、再生利用、廃棄物の熱回収を進めると、２７
年度には２０万トンから２５万トンまで落とせるのではないかということを目標としております。 
２が「産業廃棄物」です。こちらは一般廃棄物以上に、今後の景気動向等に左右されまして、私ど
もも把握しきれない部分がございますので、たたき台として出させていただいております。委員の方々
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からいろいろとご意見を伺えればと考えております。 
下の表で説明させていただきますが、排出量の大半を占める上下水道汚泥は、今後新たな下水の延
伸等ございませんので、およそ横ばいでいくだろうということで、２７年度も 1,300万トン程度、そ
のほかの主なものであります建設関係の廃棄物、これは１９年度から２０年度にかけて、リーマンシ
ョック等もあって大きく減っているところですが、今後経済回復等があることも考えられますので、
リーマンショック前の状態までには戻るのではないかということで９００万トンを予想しております。
合わせて２７年度の排出量が 2,400万トン程度とさせていただいております。 
３ページ、産廃の再生利用でございます。再生利用量につきましても、１９年度から２０年度につ
きましては大きく落ちておりますが、これは母数である排出量自体が減っていることもございまして、
今後分別の取り組み等が進めば、１９年度時点あるいはもう少し上回る程度ということで８００万ト
ン程度、率でいいますと、１９年度の３１％から、２７年度は３３％程度を予想しております。 
産廃の最終処分量でございます。先ほど申し上げましたように、廃プラスチック埋立ゼロという取
り組みを進めておりまして、現在、５万トン程度の産廃の廃プラが最終処分場に入ってございますの
で、この分が削減できる。さらにいろいろな取り組みを進めていただくことで、２７年度には９５万
トンから１００万トン、１５％程度の減少を見込んでございます。 
４ページが、今申し上げたものそれぞれを表にまとめたものです。最終処分量は、１９年度１７８
万トンが、２７年度では１１５万トンから１２５万トン、約３０％から３５％の減を見込ませていた
だいております。 
５ページ、６ページには、ただいま申し上げたことをグラフの形で示させていただいております。 
なお、廃棄物処理法に基づきます、国の今後の基本方針がまもなく出ると予想されております。そ
こで、今後５年間程度の一廃、産廃の排出量のある程度の予測、目標値が出される予定です。今後そ
れらと本日皆様からいただいた意見を勘案しながら、さらに数値を詰めていければと考えております。 
説明は以上でございます。 
 
【小泉部会長】 ありがとうございました。数値目標として、それなりの数値が国でも出ていますが、
いつも私は、こういう数値がどういう根拠で出されているのか、そのバックボーンが気になるところ
ではございます。皆様方のいろいろなご意見を拝聴しながら、こういう数値目標をある程度書き込ん
でいかなければいけないということですので、よろしくご審議いただければと思います。 
 資料１にバックステップを踏まれても結構ですが、特に資料２の、これからつくっていく新たな廃
棄物処理計画の計画目標につきましてご審議いただければと思います。いかがでございましょうか。 
 江尻委員、よろしくお願いします。 
 
【江尻委員】 今、資料２で目標の数値が出たところなのですが、資料１に少し戻らせていただきた
いのですけれども、マイ箸運動というのがあります。反対しているわけではないのですが、これが本
当にいいのだろうかという議論がありますし、常々、私も疑問に思っていました。 
 森林との関係の中で、日本の国産の割り箸を使っていくのであればいいけれども、外材を使ってい
るのであれば、国内にごみを落としているだけではないかということで、マイ箸を進めていこうとい
う動きが主流ではあるのだろうと思いますけれども、東京都において考えたときに、多摩地域の処分
場がある日の出町のあのあたりは森林のある地域でして、ついこの間も行きましたときに、たまたま
森林の専門の人と一緒だったものですから、ここの木でも箸ができるのだろうかという話をしたら、
できるというお答えがありました。 
例えば東京の木で家をつくるような運動を一方でしておいて、小さなものですが、箸をどうしてい
くのか。、ストレートに「マイ箸、マイボトル」と５ページに出ていますが、特にマイ箸を進めていく
のであれば、そのあたりの関係を相対的にどう考えていくのかというところを都民に対して 示すべ
きだとずっと私は思っています。 
東京が暑くなったというのは、都心部のヒートアイランドの問題が非常に大きいと伺っている一方
で、多摩地域に住んでいる者にとりましては、あの山や木を何とか守っていって、少しでも温暖化防
止に貢献できる方法がないだろうかと思いますときに、箸の果たす役割をいつも考えます。非常に小
さなことですが、いつも私の中で迷っている部分です。きょうたまたま書いてありましたので、この
あたりのところを東京都はどう整理なさっているのかなというのを聞きたいなと思っています。 
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もう１点は、先ほど崎田委員から生ごみの話がありましたが、今回どこにも生ごみという言葉があ
りませんで、一生懸命探したのですが、ないんですね。これも今、多摩地域の自治体のほうでは研究
がいろいろ始まったり、いろんな形で回収をしたり、農地や農業の人たちとの連携ということで、小
さいけれども、自治体絡みでも動きが始まっているというのがあります。もう生ごみはいいではなく
て、生ごみの情報交換もできるような機会をぜひとも持っていただきたいと思っておりますので、そ
んなこともちょっとでもどこかに書き込んでいただければと思っています。以上です。 
 
【小泉部会長】 ありがとうございました。マイ箸の話はいろいろご意見があろうかと思いますが、
事務局で何かコメントがございましたら、よろしくお願いいたします。 
 
【資源循環推進課長】 マイ箸の部分はその辺の関係ももう一度よく整理した上で、書くなら書かせ
ていただきたいと思います。 
生ごみのリサイクルの件は、確かに重要な問題ですが、言及している箇所が漏れているようでござ
いますので、盛り込む方向で整理させていただきたいと存じます。 
 
【小泉部会長】 次回に向けてよろしくお願いいたします。そのほかいかがでしょうか。勝浦委員、
お願いします。 
 
【勝浦委員】 資料２で再生利用量や再生利用率という言葉が出てきます。特に違和感を感じるのが
再生利用率何％と書いてありますが、これは、実際には資源ごみを収集した量をそのまま分母で割っ
て再生利用率と書いてあるのですが、現実には集めたものをさらにリサイクルするとか、いろいろ処
理していくと必ずしも１００％利用できるわけでもないと思いますし、逆に熱回収をしている部分は
全く再生利用率には入っていないので、再生利用率という言葉の定義というか、非常にわかりにくい
のではないかなという感じがいたします。 
 
【小泉部会長】 いかがでしょうか。再生利用率という言葉の定義の問題になろうかと思いますが。 
 
【資源循環推進課長】 考え方としては、委員おっしゃったように、総量で、資源として集めたごみ
を割っているだけの形で単純に出させていただいております。そういう数字を再生利用率という言い
方をしていいのかどうかというのは確かに問題があるかもしれません。使うのであれば、ここでいう
利用率とはこういう数字であるというのをきちんと明示させていただきたいと存じます。 
 ただ、熱回収は、４ページの、再生利用量とは別ですけど、焼却による一般廃棄物の内訳の、焼却
による減量、これが熱回収されているという形では載せさせていただいているところでございます。
以上でございます。 
 
【小泉部会長】 よろしいでしょうか。 
 
【勝浦委員】 はい。 
 
【小泉部会長】 そのほかいかがでございましょうか。どうぞお願いします。北村委員。 
 
【北村委員】 産業廃棄物のところですけれども、排出量は都内排出量というのは当たり前ですけれ
ども、処分のほうが、特に都内と書いてあるようでもあり、書いてないようでもあり、廃プラなどは
都内の埋立をどうこうすると書いてありますが、ここは都内最終処分量のことをおっしゃっているの
か、都外に出ての最終処分量のことをおっしゃっているのか。ほかの自治体から見れば、その辺が東
京都に対して厳しい目を向けられているところでもありまして、ここは確認ですけれども、どういう
ような数値として承ればよろしいかということであります。 
 
【小泉部会長】 それではよろしくお願いいたします。 
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【資源循環推進課長】 最終処分量は、都外の埋立に処分した分も含めた数字でございます。 
 
【小泉部会長】 よろしいでしょうか。 
 
【北村委員】 はい、結構です。 
 
【小泉部会長】 内訳みたいなものが分かるようでしたら、次回に向けて少し精査していただければ
ありがたいと思います。 
 そのほかいかがでございましょう。 
 
【小泉部会長】 それでは、杉山委員、お願いします。 
 
【杉山委員】 資料１につきまして、細かいところですけれども２点申し上げたいと思います。 
 ５ページの「主要施策」の⑴「３Ｒ施策の促進」の「家庭ごみの有料化」ということで、もう既に
何人かの委員の皆様からもご意見が出ています情報交換の場の設定の重要さということ、私も全くそ
のとおりだと思っております。 
 家庭ごみの有料化と合わせて、レジ袋の有料化も、都内の自治体がどうなっているか、細かいこと
を存じ上げないのですが、その辺も情報交換の場を広げていただいて、促進されるように努めていた
だきたいと思います。 
 もう一つは８ページの「適正処理の促進」のウ「一般廃棄物の適正処理の促進」ですが、具体的な
例示として「ガスボンベ、ライター等」と挙がっておりますが、ここにぜひエアゾール缶、スプレー
缶という言い方でも結構ですけれども、これもぜひ入れていただきたいと思います。 
 ことしの夏に全国の自治体でアンケート調査をさせていただいたのですが、車両の火災事故の相当
な原因の割合として、高い割合でエアゾール缶というお答えが返ってきておりますので、ぜひ個別の
名称としても入れていただければと思っております。以上です。 
 
【小泉部会長】 ありがとうございました。ただいまのお話に関しまして何かございますでしょうか。 
 
【資源循環推進課長】 レジ袋の有料化についての情報発信等も積極的に進めてまいりたいと考えま
す。２番目のご指摘のエアゾール缶はおっしゃるとおりだと思いますので、ぜひ個別の名前を入れる
形でまとめさせていただきたいと思います。 
 
【小泉部会長】 それではよろしくお願いいたします。 
それでは、橋本委員、黒川委員の順番でよろしくお願いします。 
 
【橋本委員】 資料２について、一般廃棄物は比較的目標的な書かれ方をしているのですが、産業廃
棄物はどちらかというと見込み的な書かれ方をしていて、計画目標と捉えていいのかどうかよくわか
らないところがあります。産廃の２ページ目の下のところは上下水道と建設業だけ特出しをして、少
し見込みを書かれているわけですが、ほかのものについても少し書かれた上で、３ページの再生利用
や最終処分量のところで、廃プラスチックや木くずを取り上げて見込みを書かれていますけれども、
取り組みとしてやることによってどういう効果があるという記述になっていないと計画目標にならな
いような気がします。ほかのものについての見込みと、ここに書かれているエネルギー利用とか埋立
ゼロみたいな話とリンクするような形になっているとよりよいかなと思いました。 
資料１は構成の観点からのコメントですが、６ページで「資源投入量の見える化」という話が、「リ
サイクルの促進」の中に位置づけられていますが、発生抑制にも関連しますし、事業者にとっても重
要な情報だと思うので、エの「３Ｒの取り組みを支える体制づくり」というような形での整理のほう
がよりよいのではないかと思いました。 
「廃棄物処理・リサイクルにかかる費用の透明化」ですが、これは３Ｒだけではなくて、適正処理
の促進とも絡む横断的な取り組みだと思うので、リサイクルのところに位置づけられておりますが、
もう少し階層が上の取り組みになるのではないかと思いました。 
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先ほどの見える化と関連して、同じく６ページの「温室効果ガス」のところでの見える化の話が、
温室効果ガス削減のところに位置づけられているのですが、７ページのエの共通の基盤みたいなとこ
ろに位置づけるか、さらには、ここでは「廃棄物処理・リサイクルによる温室効果ガスの見える化」
と書かれているので、廃棄物処理も含めるのであれば、もう少し上の階層に、先ほどの会計と同じよ
うな、費用のほうと同じような階層に持ってくるべき内容になるかなと思いましたので、構成と階層
の観点からのコメントですけれども、検討いただければと思います。 
あと２点は細かい表現上の問題ですが、３ページのトップのタイトル、「３つの視点に基づく取り
組みを」ということですけれども、本文中に、自明かもしれませんが、三つの視点が明確にどこにも
書かれていないので、３ページの一番下には「３つの削減」という言葉が出てきますが、「３つの視点」
という言葉が出てきたほうがわかりやすいのではないかなと思いました。 
２点目は４ページの⑶「世界的・中長期的な視野を」のところは、松野先生がおっしゃったように
表現ぶりが難しいところではあると思いますが、どちらかというと世界的な視野、空間的な広がりに
ついて書かれていて、タイトルにある中長期的な視野は⑷で議論されているような気がするので、タ
イトルだけの話ですが、「中長期的な」と書かれているんですけど、ここでは世界的な話を議論して、
⑷で中長期的な話を議論している整理になっているかなと思いました。以上です。 
 
【小泉部会長】 ありがとうございました。特に第１点目は私も同感でして、どういう施策をとった
ら将来どうなる、どう見込むということになろうかと思いますし、いろいろなシナリオがあろうかと
思いますが、その辺のところも含めて事務局のほうでご検討いただければありがたいなと思います。 
ただいまのお話について、お答えできる範囲で何かございますでしょうか。 

 
【資源循環推進課長】 見出しの文言や構成についてはご指摘を踏まえて考えさせていただきます。
産廃の数字はいろいろと問題があって、一廃と違ってただ見込みを書いているだけではないかとおっ
しゃられると、そういう面も多々ありますので、なるべく個々の施策とリンクして、目標値をもう少
しにじみ出せるような形に工夫させていただきたいと存じます。 
 
【小泉部会長】 よろしくお願いいたします。それでは黒川委員、お願いいたします。 
 
【黒川委員】 計画目標の数値の話ですが、一般廃棄物の場合は、先程おっしゃっていたように人口
でおおむね決まりますという話で、昼間人口のほうがウエイトが大きいという話がありました。これ
までそのパターンで、昼間人口の寄与率と夜間人口の寄与率を見ながら、人口の量でおおむねごみの
量をはかることをされてきたと思います。それにいろんな形の制度的改善があって、減少する圧力が
ある。そのファクターをうまく入れればいいと思います。これまでやってきたパターンを５年、１０
年の計画のときは踏襲しておいたほうがいいのかもしれないと思います。 
 産廃は、リーマンショックが終わって本来の経済に戻ったら一定のごみ量になるだろうという予想
とか、もう少しアイデアがあってもいいような気がしますし、産業の中でもどの分野のごみが出てい
るかということで、産業構造の変化みたいなこと、とりわけこれから伸びていくＩＣＴ系の経済成長
を引っ張っていくものはそういう分野になってきている。 
 東京の２３区を見ても、伸びている部分というか、千代田区や中央区は大幅に昼間人口が減少して
いて、港区とか品川区は猛烈に昼間人口がふえていますので、こういう分野の配慮みたいなことも意
識して全体が見えるようになったほうがいいのではないかという気がするので、これについては課内
か部内にタスクフォースをつくって、どれがいいのかということを考えられる方にモデルをつくって
もらうほうがいいのではないかという気がします。 
ただ、もとに戻る形でふえることを予想するというのは、それで計画の数値が出て、大きなトレン
ドをそれに置いておいてということになると、ゼロエミッションのロードマップなんてなかなかつく
れないので、そこのところについてはもう少し体制を強化してもいいのではないかという気がします。 
資料１ですが、一個一個のテーマについて丁寧に、配慮して書かれたことはわかるのですが、幾つ
か気になったことがあって、PET to PETもそうだし、グリーン購入という言葉もありましたし、こ
の間までは３Ｒを理解しているのは、かなり環境に関する認識のある人だったのが、いろんな言葉を
知らないと環境のことがわからなくなっているので、その言葉を生かすことはとても大事だと思いま
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すが、最終的な文章をつくるときには、一個一個のコンセプトについて丁寧に説明するようなことを
ぜひしてほしいと思います。 

 
【小泉部会長】 ありがとうございます。ただいまのご発言に関しまして何かございますでしょうか。 
 
【資源循環推進課長】 後のほうにご指摘いただいた、一つ一つの言葉に十分気をつけてというのは
おっしゃるとおりだと存じます。今後まとめていくに当たって十分配慮させていただきます。 
 産業廃棄物の量の見込みについては、確かに雑な推計だったかなとは思っておりまして、いろいろ
とご意見をいただければと思っていたところでございます。本日いただいたご意見を参考にさせてい
ただいて、産業構造の変化とか、昼間人口の話とか、どの辺まで盛り込めるかわかりませんが、委員
の方々にもいろいろと教えていただきながら、次回までにはもう少し出来のいいものにさせていただ
ければと存じます。 
 
【小泉部会長】 よろしくお願いしたいと思います。上田委員、お願いします。 

 
【上田委員】 資料１の９ページに「都は静脈ビジネスの発展」が書いてございますが、この部分で
は、公表制度とか、計画とか、第三者評価制度とか、事業者登録ということになっているのですが、
私どもリサイクル業界では登録制度には積極的に参加させていただいております。そのほかにＩＳＯ、
ＩＳＭＳとか、そういうものも業界挙げてとるようにしております。 
そのほか、みずからの品質管理で世界一いいものをつくろうということで、業界独自で実質的な認
証・認定を行っております。全原連ではこれは「認証」という言葉を使っていますが、事業所ごとで
適格事業所としています。日資連さんも同じようなものを「認定」という言葉でやっております。 
こういうのは我々自身でお互いに監視し合って、地域地域で認めた事業所を全部登録制にして毎年
更新をしております。こういう自主的にやっているものの制度の活用もお願いできたらと。以上です。 

 
【小泉部会長】 どうもありがとうございました。どうぞお願いします。 
 
【資源循環推進課長】 こちらは都がやっている制度を書かせていただいておりますが、最後に「登
録制度等を活用し」とありますように、今お話がありましたＩＳＯとか、そういうような取り組みも
もちろんあると思います。業者の方々が静脈ビジネス全体の発展のためにちゃんとした仕事をしてい
るということが世間の人にきちんとわかってもらえるような取り組みを進めていただきたいという趣
旨でございまして、特に再生事業者の方々は許可が要らないということもございまして、特段、許認
可に関して、外部から公的なお墨つきを与えるような制度がない中で、業界独自でそういう制度をや
っていらっしゃると了解しておりますので、その内容等をお聞きさせていただきながら、盛り込める
ものであれば盛り込むという形で検討させていただきたいと思います。 
 
【上田委員】 事務局から制度の規約なんかを全部お持ちしますので、よろしくお願いします。 
 
【資源循環推進課長】 わかりました。 
 
【小泉部会長】 それではよろしくお願いします。それでは勝浦委員、お願いします。 
 
【勝浦委員】 この「ムーブメントの醸成」のところ読んでいて気になったのですが、先ほどマイ箸
の問題など、本当はどっちがいいのというようなことを、なかなか一般の人はよくわからない。そう
すると何となくムードだけで物事が動く。リサイクルやエコというのは、ある面、何となく雰囲気だ
けで動いているというのを日ごろ感じるので、もちろんムーブメントの醸成も必要ですけれども、正
しい知識、正しい情報をもっと出すことをぜひやっていただかないと、本当に大事なことは忘れて一
生懸命、例えばリサイクルや節約をやるけれど、本当に肝心なところができていないというのが実態
ではないなと思うので、例えばＣＯ2 の話になれば、一般の人の家庭でのＣＯ2 の排出量は車が非常
に大きいわけです。そういうのをあまり気にせずに走り回って、お箸を毎日持って行っていますと。
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これでは本当にエコな生活だとは言えないと思うので、ムーブメントということで、あまりムードに
走らないようなことをもう少しやるほうがいいのかなと。 
 さっき安井先生がおっしゃったエコキャップみたいなことが世の中でたくさん起こっていて、そう
いう面では危惧する面もあるので、ムーブメントという言葉が本当にいいのかなという感じがします。 
 
【小泉部会長】 どうもありがとうございました。その点も含めて、次回に向けてどうぞよろしくお
願いしたいと思います。 
 熱心なご議論まことにありがとうございました。今回全員ご発言いただいたと思いますので、各委
員からいただいた意見を踏まえまして、次回に向けて修正していただきたいと思っております。 
 私自身も今回の部会で検討していく中で、本来なら錦の御旗と申しましょうか、東京都独自の、こ
こがポイントだというメリハリをつけていただきたいなと当初から思っているところでございます。 
資料１、資料２全体に漏れなく記述がされていると思っておりますが、委員の先生方にも、中でも
特にこういったところといったお気づきの点があれば、後日、事務局にご連絡いただいて、その点も
踏まえて、今度は６回目になるわけですが、最終的な部会でまとめ上げてまいりたいと思っておりま
すので、どうぞご協力よろしくお願いしたいと思います。どうもありがとうございます。 
それでは事務局から、今後のスケジュールについて説明をよろしくお願いします。 
 
【資源循環推進課長】 次回は１０月４日、月曜日、午前１０時から、この会議室で開催させていた
だきたいと考えております。正式な通知は別途お送りさせていただきますので、よろしくお願いいた
します。次回の部会では中間のまとめ案をまとめていただき、審議会総会に上げる段取りを考えてお
りますので、よろしくお願いいたします。 
 事務局からは以上でございます。 
 
【小泉部会長】 どうもありがとうございました。次回は１０月４日、午前１０時からということで、
最終回は午前になりますが、どうぞよろしくお願いいたします。 
 そのほか特にご発言がなければ、これで第５回計画部会を閉会したいと思いますが、よろしいでし
ょうか。本日はどうもありがとうございました。台風がまだ来ないうちに気をつけてお帰りいただけ
ればと思います。どうもありがとうございました。 

 
午後４時５５分閉会 


