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１ 概要 
○実施期間 平成１３年８月２８日～平成１３年１０月１２日 

○意見総数 ７６件   （内訳）  都民（個人、消費者団体など）         …３３ 

事業者（企業、事業者団体など）        … ７ 

区市町村                   …３４ 

その他（上のいずれにもあてはまらないもの）  … ２ 

２ 寄せられた主な意見とそれに対する考え方・対応の方向 
（１）家庭ごみの有料化に向けた支援、助言について 

内  容 
○全面的に賛成である。ごみ問題に関する市民意識の高揚がみられる。（都民） 

○介護を必要とする人がいる家庭では、紙おむつ等、努力によって減らすことのできないごみがある。配慮が必要だ。（都民） 

○徴収した料金の扱いを透明にして、使途は必ず処理に充当されるような仕組みを考えて欲しい。（都民） 

○（有料化の効果、手法、処理経費の算出方法などについて）都民が納得できる、恣意的でない、客観性が必要だ。（都民） 

○（先行自治体における）ごみの発生量の削減効果がわかる具体的な数字、導入時の市民の反応について教えて欲しい。（都民） 

○都民一人あたりの排出量と、それにかかる費用を示して欲しい。自分が無意識に出したごみの処理で税金がこれだけ使われていることをはっき

り知らせることが必要だ。（都民） 

○基礎的な公共サービスである廃棄物処理の経費を、将来、排出量に応じた手数料等の形で負担を求めるとすれば、税と手数料等の関係について

も一定の整理が必要だ。（区市町村） 

○全面的に反対。実施した市でも一時的にはごみは減るが、また増えていくのが実態である。（都民） 

○製造者責任が確立されていない現状では、消費者にとっては税金とごみ処理料金の二重払いになりかねない。時期尚早だ。（都民） 

「東京の廃棄物と行政行動」

「東京都廃棄物処理計画」
の中間のまとめに対する意見募集の結果について 

資料１ 
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○ごみ行政は区市町村に任せておいて、なぜ都が家庭ごみ有料化の旗振りをするのか。（都民） 

○金さえ出せばいくらでも捨てられるという風潮さえ出て気はしないか心配である。企業に対しての発生抑制の強力な指導、徹底した分別、啓蒙

活動が大切だ。（都民） 

○個人が金を払うようにすれば、ごみの量を少なくするよう“努力”するであろうから、効果があるとの考えは、指導者が指導される側に望む態

度で、市民を愚弄した発想だ。（都民） 

○根本での減量化にならない。不法投棄の増加を招きかねない。（都民） 

○各自治体がそれぞれの施策の中で検討される問題であり、統一的算出方法の提示は必要ない。（都民） 

○家庭ごみの有料化についての東京都廃棄物処理計画の内容が、各区市町村の施策を拘束することのないようにすべきだ。（区市町村） 

考え方・対応の方向 

家庭ごみの有料化そのものに対する意見が多くを占めた。家庭ごみの有料化を実施するかどうかは区市町村が判断する問題

だが、都も、このような意見があったことを十分踏まえた上で、区市町村に対する支援行政を進めていくべきである。 

 

（２）事業者自己回収の促進、拡大生産者責任の強化について 

内  容 
○拡大生産者責任を明確にした提案を望む。ごみになるようなものを作らない社会システムが大切だ。（都民） 

○拡大生産者責任をどのように強化すべきか記述がない。条例化など考えるべきだ。（都民） 

○ペットボトルが典型的であるが、容器包装リサイクル法には「発生抑制」の効果がない。リサイクルが「大量生産の免罪符」になっている面を

指摘するべきだ。（区市町村） 

○容器包装リサイクル法については、市町村の責務とされている事を事業者の責務と考えることを都民に訴えるとともに、都でも条例化を推進す

べきだ。（都民） 

○再生資源の需給ミスマッチが資源価格の下落を引き起こしており、民間の回収機構は現在崩壊の危機にある。発生抑制効果が期待される拡大生

産者責任の考えに基づき、リサイクルするためのコストを誰がどのように負担するかの社会的議論とシステムの整備が急務だ。（事業者） 

○ごみのもとを断つための根本問題に目を向けていくためには、生産、流通、販売メーカへのきびしい規制をともなう法律が必要だ。（都民） 
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○生産、流通のところでまず発生を回避させること。物を生産したら流通、消費、廃棄まで責任を持って回収するシステムを国、行政の責任で確

立すべきだ。（都民） 

○デポジットの考え方が示されていない。現在の取組の実施拡大などを含め、事業者自己回収の方法として考え方を示す必要がある。（都民） 

○リユースの視点を盛り込むべき。具体的な方法としては、リターナブルびん・リユース可能なペットボトル等の推進をはかり、併せてデポジッ

ト制などの導入によって、事業者自己回収の責任を明確にすることが必要だ。（都民） 

○民民で事業者回収を進めることのできる環境整備を都が協力して作る。都が事業者回収の現場に積極的に関わる必要はない。（都民） 

○品目の拡大と、オンブズマン制度を導入することにより（事業者が、引き取った製品・容器などを適正処理しているかどうか）きちんと最後ま

でチェックすることが重要だ。（その他） 

考え方・対応の方向 

 廃棄物の発生抑制・リサイクルを進めるため、製品の製造事業者等に対して一定の責任を求める意見が多くを占めた。都は、

これらの意見を踏まえ、製造事業者等の協力を得つつ、事業者自己回収を促進させていくべきである。 

なお、デポジット制度は、使用済み容器などの回収を促進させるための一手法であるが、地域を限定しての制度導入は対象製

品の識別などが難しく、有効に機能しない場合が多いため、慎重な検討が必要である。 

 

（３）都民・事業者との連携、廃棄物行政への参画・普及啓発等について 

内  容 
○都民が資源となる廃棄物をどこへ出したらよいか、誰が処理すべきかを考えるための情報提供を望む。（都民） 

○東京都は「産業廃棄物の排出抑制及び適正処理のために」の小冊子を発行し非常にわかりやすい内容で事業者の理解促進に役立っていると思わ

れる。こういった小冊子を通しての啓蒙活動の役割は非常に重要だ。（事業者） 

○区市町村のデーターを都がとりまとめ、現在の「市町村清掃事業年報」よりも都民が入手しやすい形で明らかにすることを望む。情報なくして

参画はありえない。（都民） 

○ごみの処理に関わる数値、計算方法、表現方法、経費の計算方法を同じやり方にして都民に公表してもらいたい。今は各自治体で全部違うので

比較検討しにくい。（都民） 
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○都庁内での取組について、もっとアピールし、都民にも促進を図る。（都民） 

○有料化のみによるごみ減量では事業系のときのように一時的に不法投棄や個人焼却が増えることが予測される。結局のところ子供のころからの

教育、広報による啓発など地道な活動も必要かつ重要だ。（都民） 

○まず、全都民の一番身近な問題にスポットを当て問題提起するのも一案だ。（都民） 

○事業者や都民に対するヒヤリングは必要だ。（都民） 

○政策決定への都民の参画や、都民の意見を反映させるよう明記すべきだ。 

○都・区市町村、都民、事業者の三者が、ごみ問題について共通の認識を持ち、双方向のコミュニケーションを展開することが重要だ。（その他） 

○廃棄物の毒性の問題はＰＣＢだけではない。廃棄物は有害物質を含むという観点に立ってリスクコミュニケーションを進めるべきだ。（その他） 

考え方・対応の方向 

 一層の情報提供・普及啓発活動を求める意見と、都からの情報開示だけでなく行政と都民・事業者のコミュニケーションの促

進を求める意見があった。 

 これらについてはすでに「処理計画」第５章「都民、事業者との連携を強化するための重点施策１」（ｐ４５）に記述されて

いるが、意見の趣旨を踏まえ、今後、施策を検討・実施して行くにあたって参考としていくべきである。 

 なお、「行政行動」第２章「都の廃棄物行政の基本的方向」（ｐ１２）に、都民、事業者とのコミュニケーションを促進させて

いくべき旨の記述を盛り込む。 

 

（４）有害物質を含む廃棄物について 

内  容 
○現行法では、一般廃棄物からは有害廃棄物の廃棄はありえないことになっているが、今後は一般廃棄物にも有害物質が含まれていることを認め

るのか。そうであれば、都の責任において（現在の回収方法を）変換していくべきだ。（都民） 

○有害廃棄物の区分については、家庭から排出される有害廃棄物に関しての考え方が不明だ。（都民） 

○在宅医療に伴う家庭からの感染性廃棄物は一般廃棄物としてではなく、適正な管理・処理されることが必要だ。（都民） 

○在宅医療廃棄物も特別管理産業廃棄物にすべきだ。（その他） 
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考え方・対応の方向 

「行政行動」第３章１（１）、「処理計画」第３章「一般廃棄物に関する重点施策３」で記述されているとおり、一部の有害物

質を含む廃棄物については、事業者自己回収の仕組みを検討していくべきである。 

 

（５）自治体間の連携について 

内  容 
○「廃棄物と行政行動」について、近隣自治体（との連携）を意識していると思われるが明記していない。他県も含めて近隣自治体との連携は、

適正規模での施設の運用や計画的な停止への対応上も必要だ。（都民） 

○都の役割とされる広域性・地域共通性・緊急性のある施策についても、その実施にあたっては常に区市町村との連携が必要となるという視点を

入れるべきだ。（区市町村） 

○産業廃棄物について区市町村も一定の役割を担うべきとの方向を打ち出した上で、産業廃棄物と一般廃棄物との区分撤廃の必要性を示している

が、体制を整えるのに相当期間を要するため、時期尚早と考える。（区市町村） 

○東京 23 区におけるごみの広域的処理を提言する。自区内処理の場合、他地域とのごみの搬入調整が困難であるが、広域的処理の場合はグルー

プ内でのごみの搬入調整ができるため清掃工場を効率的に運営することができる。またグループ内のごみを広範囲で収集するため焼却炉の安定

的稼働を維持でき、過剰となる焼却炉や焼却に伴う有害物質の発生を抑制することができる。（その他） 

○（法律の解釈、指導の方法などについて自治体毎に対応が異なるため、）事業者・処理業者が混乱する事態が発生している。自治体間での調整

や、一自治体が決めるような内容でない問題については、国の統一見解を求めるよう働きかけていくべきだ。（事業者） 

考え方・対応の方向 

 自治体間の連携には、区市町村との連携と首都圏自治体との連携の両方が含まれ、「行政行動」第２章２「自治体間の連携」（ｐ

９～１０）、「処理計画」第１章「施策の基本方針」（２）（ｐ１６）においても、その基本的考え方が記述されているが、都は、

このような意見があったことを、区市町村、首都圏自治体との連携を強化していく際の参考としていくべきである。 

なお、区市町村清掃事業の広域的処理に関することは、基本的には各区市町村が判断するべき問題であるが、「処理計画」第

３章「一般廃棄物に関する重点施策４」（ｐ３０）に記述されているように、都としても、区市町村間の相互協力体制の構築に
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向けた調整、支援に取り組んでいくべきである。 

 

（６）不適正処理の撲滅について 

内  容 
○都から排出される産業廃棄物の最終処分量の大部分が都外で処理されている。千葉県における不法投棄は悪質であり、この中の大半は東京から

のものと推定され、都の管理責任は重い。産業廃棄物に関して、もう少し踏み込んで記述すべきだ。（事業者） 

○不適正処理撲滅の徹底した方策がなければ、悪質な処理業者はなくならない。高い罰金・営業免許停止など断固とした処罰も必要だ。（都民） 

○監視強化だけでなく、罰則（公表など）も必要だ。（都民） 

○ごみの排出者としての責任を負うため、罰則規定をさらに強化すべきである。今のごみ行政は、適当にやっている人たちが許され、頑張った人

が報われていない。（都民） 

○通報の仕組みをボランティアの活用を含めて制度化する。パトロールに市民を入れるしくみを検討して欲しい。（都民） 

考え方・対応の方向 

 都内排出の産業廃棄物の一部が不適正に処理されている実態については「行政行動」第１章１「深刻さを増す東京の廃棄物問

題」（ｐ４）、「処理計画」序章「東京の廃棄物をめぐる５つの緊急課題」３、４（ｐ７、８）に記述されており、さらに「行政

行動」においては、地域としての東京の責任を重視し、都の実効ある取組を求めている（ｐ４）。また、不適正処理の撲滅につ

いて都が取り組むべき施策は、「行政行動」第３章２（２）「不適正処理の撲滅」（ｐ１７～１８）、「処理計画」第４章「産業廃

棄物に関する重点施策７」（ｐ３９）、第５章「都民、事業者との連携を強化するための重点施策１」（ｐ４５）に記述されてお

り、意見の趣旨もおおむね含まれている。都は、規制監視体制を強化し、これら都民の意見を参考にしながら不適正処理の撲滅

に全力で取り組んでいくべきである。 

 

（７）廃プラスチックのサーマルリサイクル等の促進について 

内  容 
○サーマルリサイクルを含めたリサイクルを考えて研究していくことが大事だ。（都民） 
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○「品質分別」によるマテリアルリサイクルが原則であるが、それが難しいものについては、サーマルリサイクルを積極的に進める。（その他） 

○サーマルリサイクルでも、その分ただ燃料として燃やされている化石燃料が減るわけだから、有効であると考える。（都民） 

○単に廃プラ類だけを取り上げるのではなく、紙類と併せてＲＰＦ化の促進を打ち出すべきではないか。（事業者） 

○都は技術指針を示すべきである。清掃施設の能力については、平成１４年１２月からダイオキシン類の規制強化が図られるので、プラスチック

を焼却しても対応が可能となる。（その他） 

○循環型社会の実現の観点からも発生抑制が優先され、サーマルリサイクルは最終手段である。新たな公害を起こすことの無いよう、十分な研究

が必要であり、慎重に対応しなければならない。（都民） 

○サーマルリサイクルの施設を作るにはかなり高額の税金を使わなければならず、まして一自治体で設置するのは不可能に近い。市民意識の高ま

りにより、ごみ総量が半減したという実態もある。必要性は考えられないのではないか。（都民） 

○都が促進、助言などをしたことに対する責任はどこにあるのか。無責任体制の現状は納税者として都民として不安と無責任を感じる。（都民） 

○特に塩化ビニル系プラスチックを焼却するときにダイオキシン類が発生することが明らかになっているのに、サーマルリサイクルを進めるのは

困る。埋立処分場の延命化のために進めてきたリサイクル事業がなかなか循環しないとなるとすぐに焼却処理で片づけるのは、環境革命をうた

っているのと相反する。産業廃棄物にどのような物が入っているのかをきちっと把握してから、結論を出すべきだ。（都民） 

考え方・対応の方向 

 マテリアルリサイクルができないものについてエネルギー源として活用することを検討すべきであるとする意見がある一方

で、サーマルリサイクルの安全性に疑問を投げかける意見も多く見られた。このような意見があったことを踏まえ、都は、施策

を進めるにあたっては、廃プラスチックのサーマルリサイクルやその他の処理方法について、環境に及ぼす影響等を含めて十分

な調査・研究を進め、区市町村に対する支援としていくべきである。 

 

（８）灰溶融スラグの有効利用の促進・エコセメント化事業の促進について 

内  容 
○溶融スラグやエコセメントは、用途開発と需要予測を誤れば再びごみを作ることになりかねない。継続的な研究開発と政策支援が必要（その他） 

○「スラグの用途拡大とＪＩＳ化を促進する」「品質管理に努力し需要を喚起しアスファルト混合用溶融スラグなどの利用を促進する」とあるが、
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安全性と利用先の確固たる見通しのないままの場当たり的見切り発車は取り返しのつかない負の遺産を残すことになりかねない。（都民） 

○エコセメント化事業には莫大な税金を注ぎ込むことになり、安全対策についても心配である。また、セメントの原料として大量の灰や莫大な水

を必要とするなど、迷惑な事業なので再考を望む。（都民） 

○そもそも焼却灰には、高濃度のダイオキシンが含まれているので、ダイオキシン汚染の恐れがある。ダイオキシン等の有害物質が溶け出すこと

により、汚染の恐れも指摘されている。高温溶融により、ダイオキシンが分解されるといわれているが、実際にはダイオキシンがゼロになるわ

けではない。焼却灰のエコセメント化や焼却灰の灰溶融スラグ化には反対だ。（都民） 

考え方・対応の方向 

廃棄物の発生抑制、リサイクル等を進めても焼却処理しなければならない廃棄物はどうしても残る。このような中で、焼却灰

のスラグ化やセメント原料への利用は、ダイオキシン対策の観点からも、また埋立処分量の削減の観点からも必要であると考え

る。都は、区市町村との連携のもと、これらが環境に及ぼす影響等についての情報を十分に提供し、都民の理解を求めて行くべ

きである。 

 

（９）廃棄物の定義・区分の見直しについて 

内  容 
○廃棄物の定義・区分の見直しについては「国における議論を踏まえながら」とあるが、非常にこの行動が遅いように思う。国に対して一日でも

早い明確な定義を決定するよう申し入れることを望む。（事業者） 

○定義の見直しにあたって実態の記述と見直しの方向との関連について十分な記述が必要である。定義を変更することのみが実態を改善する手法

なのか疑問だ。（区市町村） 

○区分の見直しは、事業者自己回収を積極的に進める先に、当然出てくる視点。区分の廃止によるサーマルリサイクルの推進や最終処分場の安易

な拡大にならないような検討が必要だ。（都民） 

○一廃と産廃の区分の撤廃については、全てを製造者責任とすると言うことを明確にすべきだ。自治体責任を拡大してはならない。（都民） 

○都と区市町村との役割分担などの課題が生じるが、現在の区分の問題点などを考えあわせると「区分の撤廃」案が望ましい。（区市町村） 

○産業廃棄物の範囲を拡大し、その性質、形状に応じた適正処理を徹底する方法や、産業廃棄物は事業者から排出されたもの、一般廃棄物はそれ
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以外のものとする方法など区分を分かりやすくすることが望ましい。（区市町村） 

○建設汚泥について、新たな分類区分や、規制の適用除外といった方策の検討が不可欠となっている。公共工事発注者として都の考えをまとめ国

に提言することを望む。（事業者） 

○在宅医療廃棄物も特別管理産業廃棄物にすべきだ。（その他） 

○事業用大規模建築物への排出指導にあたっては、当該建築物から発生する廃棄物は、事業系一般廃棄物と産業廃棄物とが混在することから、一

般廃棄物のみの権限しか有しない区市町村では建築物全体の廃棄物について責任を持った十分な指導を行えない。このため早期に明確な区分の

実現を望む。（区市町村） 

○一般廃棄物と産業廃棄物の区分の見直し（撤廃）は、慎重な対応を望む。（区市町村） 

○一般廃棄物と産業廃棄物の区分を撤廃することは、事業所からの搬入ごみが多量に増えることが予想されるため、反対だ。（区市町村） 

考え方・対応の方向 

 廃棄物の定義・区分の見直しについては、これらの意見や実務面からの検討を踏まえて、引き続き審議をおこなう。 

 

（１０）清掃工場での木くずの焼却・熱回収の検討について 

内  容 
○ヨーロッパでは建設廃材をリサイクルすることを決めて実施しているが、できるだけ燃やさないことを考える方法を啓蒙すべきだ。（都民） 

○廃棄物の区分の見直しを行い、産業廃棄物まで区市町村の清掃工場で焼却しようとするのは間違った計画だ。（都民） 

○製造者責任となっている産業廃棄物の処理費用が製造者の有償ということになっても、例えば建設費等には住民の税金が出されているのだか

ら、製造者に代わって住民の税金が使われるということになる。（都民） 

○一般廃棄物と産業廃棄物は成分や有害性など「質」が異なる。基本的に、産業廃棄物は産業廃棄物対応の処理施設で処理すべきであり、一般廃

棄物にしか対応していない都・区市町村の公共処理施設には受け入れるべきでない。事業者（排出者）の責任という点からも、公共処理施設へ

の受入れは認められない。（都民） 

○建設木くずはプラスチックや塗料でコーティングされているものが大半で、焼却すればダイオキシン類等の有害ガスが発生することは必至であ

る。清掃工場で焼却する一般廃棄物が減少する分、産業廃棄物を受け入れるのではなく、廃炉していく方向で検討すべきだ。（都民） 
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○下水汚泥の全量焼却と焼却灰の再利用、都の埋め立て処分場の産業廃棄物の受入れ、区市町村の清掃工場での木くずの焼却・熱回収の検討とい

ずれも大変疑問である。安全性、経済性の面も含めて慎重な論議を望む。（都民） 

○都内における処理率を高めることの方策に、産業廃棄物について区市町村に受入れを依頼することは考えられない。（区市町村） 

○都において関係区市町村だけでなく、広く都民、市民へ周知し、理解を得ることが必要だ。（区市町村） 

○慎重な対応、十分な議論が必要だ。（区市町村） 

○各市町村の事情に応じた対応ができるような方向性にすることが適当だ。（区市町村） 

考え方・対応の方向 

 清掃工場での木くずの焼却・熱回収の検討については、「（廃棄物）処理計画」のベースとなっている「産業廃棄物処理計画」

の最終のまとめの中で、都民の同趣旨の意見を参考に記述の修正をすでに行っている。なお、都は、施策を進めるにあたっては、

このような意見があることを踏まえ、環境に対して及ぼす影響等に関する十分な情報提供をおこない、都民の理解を求めていく

べきである。 

 

（１１）一般廃棄物の減量化の目標量について 

内  容 

○計画目標１の一般廃棄物の減量化の目標量について、市町村ごとの目標と実態の公表も必要。（都民） 

考え方・対応の方向 

 一般廃棄物の減量化の目標量は一般廃棄物の排出量の将来予測などをもとにして設定することとなるが、これは各区市町村に

減量化の目標量を割り当てるものではないため、東京都廃棄物処理計画では東京都全体でのマクロな推計と目標量の設定のみを

行う。また、区市町村毎の清掃事業等の実態については、別途刊行物により毎年度公表されている。 
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（１２）技術研究・技術支援について 

内  容 

○リサイクル商品が割高にならないよう、リサイクル業界の技術向上育成に行政側の援助が必要。業者への納税の軽減措置・研究費の資金貸与な

ども必要ではないかと思う。（都民） 

○都と区や国の研究機関との連携をもっとはかるべきだ。（都民） 

○住宅リフォーム時の環境エネルギー効率を踏まえた技術的支援と情報を提供する。（その他） 

考え方・対応の方向 

「処理計画」第４章「産業廃棄物に関する重点施策３、４」第３章「一般廃棄物に関する重点施策２」で記述されているとおり、

今後も、新たなリサイクル技術の調査研究、民間事業者への技術指導を促進していくべきである。また、国の研究機関や区市町

村との連携についても進めていくべきである。 

 

（１３）その他 

内  容 
（最終処分量の削減に関すること） 

○現在 23 区の場合、最終埋立処分は東京都の管轄事項であるためか、その各区発生一般廃棄物に見合う最終埋立処分量は各区に通知されていな

い。しかし廃棄物行政の最終目的が埋立処分の減少であるなら、まずその数値を各区に通知し、各区・各区民に注意を喚起すべきだ。（都民） 

○家庭ごみにおいても最終埋立処分物がどのごみから発生するか、組成分析等により明らかにして、その組成に応じてきめの細かい削減策を検討

することが必要だ。（都民） 

（建設廃棄物の発生抑制・リサイクルに関すること） 

○建築物の長寿命化促進（産廃の重点施策１）について、現状の耐震性評価は定性的で評価結果の信頼性が低いと思う。ある程度定量的に評価で

きる方法を確立して、その測定機材の貸し出し・データー取りについて支援する仕組みの検討を望む。（都民） 

○建設リサイクル法について、東京都は法律でカバーできない分野・対象について、事業者・消費者に対する経済的インセンティブを含めて、条
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例制定などの措置をとるべきだと考える。（事業者） 

○分別解体の指導強化について、平成 11 年度の産業廃棄物の種類別最終処分量では、建設汚泥、がれき類で全体の７０％を占めている。この問

題の解決には建築物の長寿命化促進とともに早急に取り組まなければならないのがいわゆるミンチ解体から分別解体への移行である。都におい

ては建設リサイクル法を先取りし、一般家庭にも分別解体への協力等の啓蒙活動を重点的に実施すべきだ。（事業者） 

（リターナブル容器に関すること） 

○リターナブル容器への優遇措置、紙パックの優遇などを今後は政策化していくべきだ。（都民） 

○循環法の理念に基づき容器の再使用率（リユース率）を設定する。また、再使用できない容器（またはリターナブルびん以外の容器）に対して、

製造段階・販売段階で賦課金を課し、自治体回収費用の一部にあてる。（事業者） 

（ディスポーザーに関すること） 

○ディスポーザー及びディスポーザーシステムの使用は禁止だ。（都民） 

○ディスポーザーとごみ処理、コンポスト化などについての比較（都民） 

（産業廃棄物処理施設の整備の促進について） 

○産業廃棄物処理施設整備（産廃の重点施策５）について 計画予算の公表、公的施設の建設と管理・運営の民間委託、公と民の妥当な競争を考

えて欲しい。（都民） 

○都は、今まで産業界の出すごみについて事業者の自主的処理に任せすぎたのではないか。産廃処理施設に関しても整備し、指導する必要があっ

た。（都民） 

（再利用の促進に関すること） 

○埋立処分場の中間覆土に環境に負荷を与えない廃棄物の利用を検討すべきだ。（都民） 

○現在、リサイクルマーケットの需給ギャップの埋め合わせは、需要のある海外諸国へ輸出することでしのいでいるのが現状だが、あくまで国内

における資源循環を基本とすべきである。供給過剰傾向にある古紙、古繊維、カレット等の消費拡大を早急に検討する必要がある。（事業者） 

（食品リサイクル法、生ごみのリサイクルに関すること） 

○今後は生ごみの堆肥化、飼料化について、食品リサイクル法より、小さな事業者について義務化したり、地域単位での食品リサイクル拠点の設

置などを考えるべきではないか。（都民） 

○生ごみを有効な堆肥として有機農業に成功している事例もある。飼料、メタンガス、発電なども進められていると聞いている。これらの技術開
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発、支援も視野に入れて検討してほしい。 

（その他の意見・提言） 

○ＩＳＯ１４００１については、現在の助成制度の大幅な拡充が必要だ。 

○審議会委員のメンバーに消費者団体、環境団体を加えるべきと考える。（都民） 

○都の職員は率先してマイバッグで買い物をしていただきたい。（都民） 

○修理マニュアルの無償閲覧と部品保存期間の延長を制度化することを検討してもらいたい。（都民） 

○第一目的の最終処分場の延命のために莫大な税金投入をするという目先の効率的解決より、地球的規模で今こそ焼却路線を変更し、根本的解決

に向けた生産抑制、排出抑制、生ごみの資源化などに税金を投入すべきことを強く要望する。（都民） 

○塩化ビニールを使っている製品には必ず表示をする。リサイクル可能な製品に対する消費税の軽減、環境税やデポジット制の導入など、東京都

独自の条例により、焼却からの脱却をする。（都民） 

○担当職員の方の知識や資質の向上についての配慮が述べられていません。担当職員の教育・研修にも力点をおいて欲しい。（都民） 

 

考え方・対応の方向 

 今後、施策の検討・実施にあたって参考としていくべきである。 

 


