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東京都廃棄物審議会第 10 回総会議事録 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日時：平成 18 年 6 月 26 日（月）午後３時～ 

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（第１０回） 

平成１８年６月２６日（月） 

 

 

【田中会長】  それでは定刻になりましたので、ただいまより東京都廃棄物審議会を開催いたしま

す。委員の皆様方には、お忙しい中、ご出席いただきましてまことにありがとうございます。 

 昨年７月に都知事から諮問がありました、東京都廃棄物処理計画の改定について、計画部会におい

て審議を行っていただきました。本日は、部会でおまとめいただいた答申案をご報告いただき、委員

の皆様のご審議を経た上で、本審議会として答申を取りまとめたいと思います。 

 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】  でははじめに、委員の変更のご報告並びにご紹介をさせていただきます。 

 ６月２３日付で社団法人東京産業廃棄物協会の原山委員にかわりまして、同協会の吉本委員にご就

任をお願いいたしました。 

 吉本委員につきましては、ご多忙にもかかわらず、委員のご就任を快くご了承いただいたことをご

報告させていただくとともに、皆様にご紹介をさせていただきたいと思います。 

 社団法人東京産業廃棄物協会会長の吉本委員でございます。 

 

【吉本委員】  吉本でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

【中村計画課長】  吉本委員、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 

 次に、本日の出欠状況についてお知らせをいたします。北村委員、薗田委員、野崎委員、畑委員、

室橋委員、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。ただいま

ご出席の委員数は１４名で、審議会委員総数２０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、お手元の資料のご確認をさせていただきます。会議次第。裏面に委員名簿が印刷され

てございます。それから座席表１枚。資料１が答申（案）でございます。資料２が中間のまとめの見

え消し修正版でございます。こちらにつきましては、中間のまとめ以降の修正を行ったものでござい

ます。資料３が答申（案）の概要でございます。それから参考資料といたしまして、「東京都廃棄物

処理計画の改定について」（中間のまとめ）に対する都民意見についての概要でございます。 

 以上でございます。 

 

【田中会長】  それでは、これより本日の議事に入りたいと思います。 

 本日は、計画部会から答申案の報告がございます。 

 それでは、計画部会での審議の経過と答申案について、まず部会長からご報告をお願いします。 

 

【小泉部会長】  それでは、計画部会での審議経過についてご報告いたしたいと思います。 

 前回の総会で取りまとめられました中間のまとめに対するパブリックコメントを踏まえた上で、計

画部会ではさらに議論を深めました。中間のまとめに対する都民意見の募集には、総数１４通の意見

が寄せられましたが、１通に複数の意見が含まれているものもありましたので、意見数としては３８

件の意見がございました。その３８件の意見は、発生抑制、プラスチック廃棄物、有害廃棄物対策、

不法投棄対策、廃棄物処理・リサイクルビジネス、その他の６つの項目に分類できますが、どの項目

にも満遍なく意見をいただいております。 

 部会での検討の結果、プラスチック廃棄物に関して寄せられました意見を踏まえ、都民の信頼にこ

たえるためには情報発信、リスクコミュニケーションが重要との記述を盛り込むなど、幾つかの修正

を行いました。また、全体を通して再度議論しましたところ、物を大切にするという考え方は答申案

全体の基本となっているのですが、第２章の、循環型社会において実現すべき社会規範の項目の中に

改めて明記しておいたほうがよいというご意見がございました。また、企業の社会的責任のみならず、

都民にも社会的責任を求めていくことを明確にすべきである、こういったご議論もございました。 
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 このような議論を踏まえまして、計画部会としましては、都の廃棄物行政の今後の方向を示す廃棄

物処理計画の策定につながる答申案となるように取りまとめを行いました。答申案の骨子を簡単に述

べさせていただきます。 

 お手元の資料１の答申（案）の１１ページにございますように、今回の答申案では、新たな東京都

廃棄物処理計画においても、循環型社会への変革を引き続き基本理念に掲げていくべきとしておりま

す。１１ページの図の右側が目指すべき循環型社会となっていますが、循環型社会への変革を実現す

るためには、私たちはまず、目指すべき循環型社会の形をできる限り明確にとらえ、それをしっかり

と見据えて一歩一歩進んでいかなければなりません。 

 循環型社会とは、申し上げるまでもなく、３Ｒの取組が進むことにより天然資源の消費量と廃棄物

の発生量が削減されるとともに、さまざまな環境負荷や環境リスクが最小限に抑えられた、安全で安

心できる住みよい生活環境が実現した社会のことでございます。このような社会が成立するためには、

物を大切にするということを基本に、都民も事業者もそれぞれの役割と責任をみずから積極的に担っ

ていく、そういう社会の規範が確立していることが重要でございます。 

 今回の答申案では、このように目指すべき循環型社会の姿と社会規範をしっかりとらえた上で、こ

れからの５年間という循環型社会に向けた新たなステージにおいて、都が取り組むべき施策を取りま

とめることができました。 

 １１ページの下の図が示しますように、施策の柱は次の３つでございます。１つ目の柱である発生

抑制・リサイクル（省資源化）の促進では、埋立処分に依存しているプラスチック廃棄物のリサイク

ル促進や、産業廃棄物の最終処分量のうち５割以上を占めている建設泥土の有効利用方策の拡大など

を行うべきであるとしております。また、２つ目の柱である廃棄物処理・リサイクルに係る環境リス

クの軽減においては、飛散性アスベスト廃棄物や感染性廃棄物などの有害廃棄物の都内処理体制の確

立を目指すとともに、適正処理を推進すべきであることや、不法投棄対策を強化をしていくために建

設廃棄物を総合的に管理する新たな仕組みを国に提案していくべきであること等を盛り込みました。

最後の３つ目の柱であります、健全な廃棄物処理・リサイクルビジネスの発展では、循環型社会の基

盤となる廃棄物処理・リサイクルビジネスに携わる事業者が、社会から十分な理解や評価を受けて健

全に成長していけるようにするため、優良な取組を行っている事業者を第三者が評価する仕組みの導

入について検討すべきであること等を示しております。 

 これらの施策を実施するに当たり、大都市東京は国内のみならず、海外にも大きな影響を与え得る

ことから、その役割を自覚し、地球規模の視点に立って現在の課題をとらえ、先駆的な取組を発信し

ていくとともに、広域自治体としてのリーダーシップを発揮し、関係各主体と協働して施策を展開し

ていくべきであることが重要であると考えております。 

 以上が答申案の骨格となる考え方の概要でございます。答申案の全体像や前回からの変更点等の詳

細につきましては、事務局から説明をお願いしたいと思います。 

 以上でございます。 

 

【中村計画課長】  では続きまして、事務局からご説明をさせていただきます。本文につきまして

は、計画部会にご出席の方も多うございますので、資料２の見え消し修正版に従ってご説明をさせて

いただきます。 

 この修正版につきましては、下線がついた部分は前回の中間のまとめからの修正箇所でございます。

また、斜め文字になりましたイタリック体のところは５月２９日の計画部会からの修正箇所でござい

まして、前回の計画部会終了後、部会長とご相談の上、修正をさせていただいたものでございます。

そのほか、「てにをは」等若干の文章上の修文もしているところでございます。 

 それでは、１ページ目からご説明をさせていただきます。１ページ目第１章はこれまでの東京都の

施策と今後の課題ということで、２つに分けて記述をさせていただいております。まず、（１）現行

計画策定後の動きでございます。平成１４年１月に廃棄物処理計画を策定し、その後、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ふうにおまとめいただいております。これまでの都の新た

な取組でございますけれども、家庭系パソコンや在宅医療廃棄物の回収などの新たな仕組みの構築、

あるいは容器包装リサイクル法の改正では、区市町村とともに新たな制度を国に提案する、あるいは

産業廃棄物の排出事業者、処理業者に対する報告制度の構築、あるいはスーパーエコタウン事業によ
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る先進的な廃棄物リサイクル施設の整備というような形で進めてきているところでございます。 

 また、区市町村におかれましても、それぞれの地域で発生抑制・リサイクルに積極的な取組をなさ

れているところでございます。 

 また、ごみの減量に関する都民の意識も高まりまして、地域での取組も活発になり、また、環境報

告書を作成する事業者も増えているというような状況でございます。 

 一方、国におかれましても各種リサイクル法の施行など法体系が整えられるとともに、廃棄物処理

法の改正による規制の強化がされてきたというところでございます。 

 このように、現行計画の掲げた循環型社会への変革という理念の実現に向けて、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おまとめをしていただいてございます。 

 続きまして、２ページ目からでございます。東京都の廃棄物行政の主要課題ということでございま

す。１つは新たな課題、あるいは計画期間内では解決困難であるけれども、中長期的なビジョンを持

って腰を据えて取り組むべき課題というような形でご議論をいただきまして、そこに掲げました課題

の６つを挙げていただいております。 

 課題１は、依然として廃棄物を大量に発生させている社会ということで、リサイクルは進んできま

したけれども、発生抑制に大きな前進が見られないということで、私どもの社会は依然として大量の

廃棄物等を発生させているということでございます。これに対して、中長期的に生産や消費活動の在

り方を廃棄物等の発生抑制が進展する方向に変えていくことを目指して、今後、計画期間５年間の施

策を進めていく必要があるというおまとめをいただいております。 

 課題２は、埋立処分に依存しているプラスチック廃棄物ということでございます。依然として一般

廃棄物、産業廃棄物ともにプラスチック廃棄物の多くが埋立処分されている現状でございます。今後

５年間において、可能な限りプラスチック廃棄物の発生抑制を促進するとともに、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というようなおまとめでございます。 

 課題３、３ページでございますけれども、有効活用されてない大量の建設泥土ということで、これ

は前回の計画部会以降、文言修正したところでございます。大量の建設泥土が発生して、その多くが

埋立処分されている実態にあるということで、建設泥土の有効活用を進めていく必要があるという課

題でございます。 

 課題４は、後を絶たない廃棄物の不適正処理ということでございます。依然として東京で排出され

た産業廃棄物が不法投棄される実態があるということで、不法投棄の総量は減少傾向にあるものの、

件数は横ばいであり、小規模化しているという現状がございます。これに対しましては、引き続き取

り締まりを徹底するとともに、このような現状を踏まえて、不適正処理の未然防止策を講じていく必

要があるというおまとめをいただいております。 

 課題５、徹底すべき有害廃棄物等の適正処理ということでございます。飛散性アスベスト廃棄物、

感染性廃棄物、ＰＣＢ廃棄物などについて都内処理を進めるとともに、その他の産業廃棄物について

も、確実な処理が実現するよう必要な処理を講じていく必要があるというおまとめでございます。 

 課題６は、健全な発展が求められる廃棄物処理・リサイクルビジネスということでございます。廃

棄物・リサイクル関連ビジネスが健全に成長していくことが不可欠であって、これらのビジネスが中

長期的に発展していけるよう、５年間の施策を進めていく必要があるというおまとめをしていただい

ております。 

 続きまして、第２章には改定に当たっての基本的な考え方をお示しいただいております。まず計画

の基本理念は、引き続き「循環型社会への変革」ということでございます。その中で、その基本理念

を掲げて目指すべき循環型社会の姿をできるだけ明確に示し、そこに至る具体的な道筋を見据えて、

この計画は策定されるべきだということ。もう１つは、廃棄物処理法に基づく計画としての位置づけ

だけではなくて、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合わせ持つも

のとして策定されるべきであるというおまとめをいただいております。 

 目指すべき循環型社会の姿、（２）のところでございます。２段落目でございますけれども、持続

可能な発展を遂げていくためには、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である。さらに重要なのは、物質的な豊かさよりも、自然を慈し

み、地球を愛する心の豊かさを大切にしていくことである。そういう心の豊かさを、次の世代に語り

継いでいかなければならないということでございます。 
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 循環型社会の在り方としては、以下に示した・の２点を示していただいております。それからもう

１つ、循環型社会の在り方だけではなくて、循環型社会において実現すべき社会規範として、次のよ

うなものが定着しているということでおまとめいただいております。ここでも部会からのご意見を踏

まえて、・を２点追加しております。これらの中で、こういう意識や行動が、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まとめでございます。 

 ３番目に、東京都が果たすべき役割のところでございます。次の６ページでございますけれども、

東京から施策を展開することは、他の地域に大きな波及効果を生じさせることになる。もう１つは、

環境基本計画においては、健康で安全な環境の確保と持続可能な社会の変革を東京から発信するとい

うことを基本理念に置いています。したがいまして、廃棄物処理計画においてもこの理念を踏まえて、

地球規模の視点に立って現在の課題をとらえた上で、循環型社会への変革に向けた先駆的な取組を東

京から発信していかなければならないというおまとめでございます。 

 また、都は自らも先駆的に取り組みながら、広域の地方公共団体として強いリーダーシップを発揮

して、以下のような関係各主体と協働して施策を展開していくべきというおまとめでございます。下

の４つでございますけれども、都民、ＮＰＯ、産業界等と連携して、意識の変革等をしていく。ある

いは、区市町村や首都圏自治体の取組と相互に協力・連携していく。あるいは、都民、事業者等に対

しまして必要な情報提供、あるいは課題解決に向けた問題提起を行って、廃棄物等に関する関心を高

めて、積極的な行動に取り組むよう促していく。４番目でございますけれども、新たな社会的仕組み

を構築していくために、関係各主体間のコーディネーターとしての役割を担っていく。最後に、現行

の法体系における問題を検証し、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。

このようなことが都の役割であるというおまとめをいただいております。 

 ７ページでございまして、先ほど小泉部会長からございましたように、５年間の計画の先を見据え

て計画を実施していくべきだということで、施策の目指すべき方向をおまとめいただいております。

３つの柱ごとにおまとめいただいております。この部分は、若干、部会でのご意見もございましたの

で、修正をしているところでございます。まず、１番目の発生抑制・リサイクルの促進でございます

が、２点ございまして、発生抑制・リサイクルに係る都民、事業者の社会的責任の徹底が１点でござ

います。都民、事業者に対して、廃棄物の発生抑制、リユース、リサイクルに努めていくことが、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。２点目は、７ページの

下にございますような、事業者の自発的取組を促進する仕組みづくりが１つの方向であるということ。

事業者にとって、廃棄物の発生抑制、リユース、リサイクルを推進していくことが、市場において競

争上優位になる仕組みの実現を図って、事業者の自発的取組を促していくべきであるというおまとめ

でございます。 

 続きまして、８ページ、２点目の廃棄物・リサイクルに係る環境リスクの軽減でございまして、こ

こは３点、方向性をまとめていただいております。まず、廃棄物の適正処理に向けた都民、事業者の

社会的責任の徹底ということで、先ほどの発生抑制・リサイクルだけではなくて、適正処理において

も都民、事業者が自ら果たすべき社会的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こ

とでございます。 

 ２点目が、廃棄物処理の流れを透明化し、追跡管理する仕組みづくりということでございます。廃

棄物処理の不透明性を解消させていくべきであって、特に有害性の高い廃棄物等については、追跡管

理する仕組みを普及させるべきであるということでございます。 

 ３点目は、産業廃棄物の排出量の多い大都市東京から先導的な取組を展開すべきだという方向性で

ございます。有害廃棄物につきましては、都内において処理する体制の確立を目指していくべきであ

り、また、周辺自治体と連携して、首都圏から先導的な取組を展開していくべきというおまとめでご

ざいます。 

 ３本目の柱の健全な廃棄物処理・リサイクルビジネスの発展でございます。環境に与える負荷の少

ない優れた取組を行う事業者が市場で評価を受け、発展できるような社会システムの構築をしていく

べきということでございまして、多くの業種で新たなビジネスチャンスにしようという動きも増えつ

つあるということも踏まえまして、これらの事業者の取組が相互に連携し合って、総体としてより信

頼性が高く、環境に与える負荷の少ない優れたリユース・リサイクルシステムが構築されるよう、誘

導していくべきであるとのおまとめでございます。 
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 続きまして、１０ページでございます。１０ページは計画の目指すべき目標ということで、平成２

２年度までに達成すべき目標を掲げていただいております。そこにございますように、貴重な埋立空

間を有効活用していくため、最終処分量を削減するということで、平成２２年度までに、平成１２年

度の３３１万トンの半減を目指すということで、１６０万トンを最終処分量の目標にしていくという

形でございます。 

 続きまして、１２ページでございます。これらを踏まえて、都が行うべき主要施策をおまとめいた

だいております。３つの柱ごとに新たな計画に規定すべき主な施策を掲げていただきまして、また、

計画期間内のいつまでに何を実現するのかを、計画の中で明確に示すべきというような書き方をして

いただいております。 

 まず１つ目の柱の、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して、まず１つ目が

発生抑制の促進ということでございます。容器包装廃棄物の発生抑制の促進。ここは、前回の計画部

会から、法案の成立がなりましたので、若干、時点修正をさせていただいております。都区市町村は

連携して国に制度提案を行い、一部が改正容器包装リサイクル法に盛り込まれたところでございます。

都は今後も区市町村との連携を強化しながら、この制度が有効に機能するよう、必要に応じて、国に

更なる働きかけを行っていく必要がある。また、事業者による発生抑制の取組を促すための広域的な

仕組みづくりに積極的に関与していくべきである。また、事業者団体等と連携して発生抑制の取組を

進めるほか、リターナブル容器などの使用促進を図っていくべきというおまとめでございます。 

 次の家庭ごみの有料化でございますけれども、家庭から排出される一般廃棄物の発生を抑制するた

めには、家庭ごみの有料化が有効な施策の一つであるというおまとめでございます。ただ、その効果

に、今のところ若干違いがあるということで、都は、有料化の具体的導入方法等について調査・分析

し、区市町村に対して、必要な情報提供や提案を行うなどの支援をしていくべきというおまとめでご

ざいます。 

 建物の長寿命化による建設廃棄物の発生抑制の促進でございます。耐震性や不燃性の面で支障のな

い建物については、中古住宅の流通市場を活性化させていくなどの取組が必要だということと、新た

に建設される建物につきましては、長寿命の住宅の普及を促していく必要があるというおまとめでご

ざいます。 

 また、環境教育・普及啓発の推進でございますけれども、これまでも埋立処分場の見学会の開催、

あるいはキッズＩＳＯ１４０００事業などにおいて普及啓発を図っておりますけれども、１４ページ

目でございますけれど、都民や事業者、特に将来社会を担っていく子供たちが、自らの問題として積

極的に循環型社会づくりに参加していくことが重要であって、そういう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おまとめでございます。 

 それから、産業廃棄物のリサイクルの促進でございまして、これは事業系プラスチック資源リサイ

クル研究会で検討していただいたものを入れているところでございます。産業廃棄物のリサイクルに

つきましても、発生抑制やリユースに努めた上で、適切な方法によるリサイクルすることが原則とい

うことを強く訴えていくべきであるという形のおまとめをいただいております。 

 また、１６ページでございますけれども、真ん中辺で、小口の排出事業所を効率的に収集するシス

テムの構築に向けて、モデル的な事業の実施に取り組んでいくべきであるとおまとめいただいており

ます。 

 下の建設泥土の有効利用方策の拡大でございます。排出量の多い建設泥土の再生利用が依然として

進んでないという現状を踏まえまして、工事現場内での一層の有効利用の促進、また、公共工事間の

有効利用を進めるべきだというおまとめをしていただいております。 

 続きまして、１７ページの一般廃棄物のリサイクルの促進でございます。これにつきましては、区

市町村による取組ではございますけれども、都は区市町村の取組がさらに進展するよう、必要な支援

を行っていくべきであるというおまとめでございます。また、ここはパブリックコメントを踏まえま

して、下線のところでございますけれども、都民の信頼にこたえるために、施設の安全性や環境負荷

に関わる情報発信、リスクコミュニケーションが重要であるということでございまして、既につくっ

てございます「一般廃棄物処理施設向け環境報告書ガイドライン」の普及に努めるべきであるという

おまとめでございます。 

 区市町村に対する支援でございますけれども、都に対しては区市町村も期待を寄せておるというこ
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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。それから、技術

的な面における支援だけでなくて、区市町村の施策立案に対する支援を充実していくべきというおま

とめでございます。 

 具体例が１８ページでございます。発生抑制・リサイクルに関する支援のところでは、事業者の協

力を求める際には、都のほうも関係団体に強く働きかけるなど、必要な支援を行っていくべき。ある

いは、効率的な廃棄物処理を実施していくに際して、廃棄物処理に要する費用の公表は欠かせないと

いうことで、都は、費用の算出方法等について必要な情報提供を行うなど、支援に努めていくべき。

環境教育の推進につきましては、区市町村の行う環境教育の取組を支援するとともに、広域的に取り

組むことで一層効果が上がるものにつきましては、八都県市と連携して進めていくべきというおまと

めでございます。 

 また、適正処理につきましては、処理施設の整備に際しては必要な技術的支援、あるいは財政的支

援を引き続き行っていくべき。また、広域的な連携や相互協力体制を構築していくために、必要な調

整を、都として今後とも行っていくべきであるということでございます。 

 埋立処分量の削減に関する支援は、溶融スラグあるいはエコセメントという区市町村が行っている

再生利用について、利用用途等について引き続き支援を行っていくべきということでございます。ま

た、貴重な資源である埋立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に、都は都

民や事業者などに広く呼びかけるとともに、区市町村の施策に対して積極的に支援していくべきだと

いうことでございます。 

 続きまして、２０ページでございます。２つ目の柱でございますけれども、まずアの有害廃棄物の

都内処理体制の確立ということで、３本ございます。飛散性アスベスト廃棄物の適正処理の促進につ

きましては、都の管理する最終処分場に現在受け入れているけれども、引き続き適正処理されるよう

にしていくべきということと、国や産業界と連携して、溶融処理技術の動向等を把握し、調査・検討

を積極的に進め、無害化処理が実現できるように努めていくべきであるというところでございます。 

 感染性廃棄物につきましては、処理施設ができ上がりますけれども、引き続き適正に処理されるよ

うにしていくべきというところでございます。 

 ＰＣＢ廃棄物の適正処理の促進につきましては、ＰＣＢ廃棄物の収集運搬及び処分が安全に実施さ

れるよう、規制、指導を行う必要があるということ。もう１つは、平成２２年度末の期限までに都内

のＰＣＢ廃棄物が処理できるよう、促していくべきということでございます。 

 イの不法投棄対策の強化でございますけれども、まず、建設廃棄物を総合的に管理するシステムの

構築ということでございます。現在、八都県市に提案している内容について、積極的に国に提案して

いくべきであるということと、また、提案に当たっては、都としても積極的に実証実験を行っていく

べきであるというおまとめでございます。 

 続きまして、２１ページ下の排出事業者・処理業者の報告・公表制度の実施でございます。昨年の

９月に施行されておりますけれども、この２つの制度につきまして、円滑な普及を図っていくべきで

あるというおまとめをいただいております。 

 ２２ページでございます。続きまして、ＩＣタグとバーコードを利用した追跡管理システムでござ

います。ＩＣタグにつきましては昨年の１０月から開始しておりますけれども、極めて有効というこ

とで、今後はこのシステムが都内の全病院に導入されるよう、さらなる普及・拡大を図っていくべき

だというおまとめでございます。またバーコードにつきましては、小さな診療所等で行われておりま

すけれども、このシステムの普及を支援していくとともに、ＩＣタグによる追跡システムとの統合を

検討していくべきというおまとめをいただいております。 

 広域的な不法投棄対策の充実でございますけれども、これは前回若干ご意見をいただきましたので、

若干修正しております。まずは、他県における不法投棄事案が後を絶たないということで、都は、上

記のような仕組みづくりを進めるとともに、規制監視体制を強化し、排出事業者等に対する指導の充

実を図るべきである。次のところは、すみません、ここは見え消しが足りなかったんですけど、「ま

た」というふうに直ってございます。周辺自治体と情報の共有化を進めながら、広域的な監視体制を

強化していくべきというところでございます。 

 ２３ページ、（３）健全な廃棄物処理・リサイクルビジネスの発展に資する施策ということでおま

とめいただいたところでございます。まず、スーパーエコタウン事業による先進的な廃棄物処理・リ
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サイクル施設の整備促進ということで、１つは、今後ともその事業運営が円滑に推進できるよう、必

要な調整を行っていくべき。また、民間事業者による事業の成果を、先進的な取組事例として東京か

ら広く情報発信していくべき。また、産業廃棄物の都内処理率の更なる向上に向け、先進的で信頼性

の高い新たな施設の立地を促進していくべきというおまとめをいただいております。 

 また、優良な取組を行っている処理業者を評価する仕組みづくりということで、今後、法令で定め

られた義務以上の優れた取組を行っている事業者を第三者が評価する仕組みの導入について、検討を

進めるべきというおまとめをいただいております。 

 また、事業者の優れた取組の普及促進ということで、適正処理の徹底のみならず、リサイクルが一

層推進されるよう、先導的に取り組む事業者の成果を紹介するなど、優れた取組の普及を図っていく

べきというおまとめでございます。 

 産廃処理施設向けの環境報告書ガイドラインの策定というところで、既に一般廃棄物処理施設向け

のガイドラインを策定しておりますけれども、産廃処理においても同様に、企業の果たすべき社会的

責任の一環として法令遵守や環境配慮等の取組状況が公表されていくことが望ましいということで、

地域住民の信頼感の醸成、あるいは健全な廃棄物処理ビジネスの発展につながっていくことが期待さ

れるために、環境報告書づくりのためのガイドラインを策定して、普及に努めていくべきというおま

とめでございます。 

 最後に、産学公連携などによる新たなリサイクル方策の調査研究として、大学や産業界、研究機関

と連携して、さまざまな調査研究を進めていくべきであるというおまとめでございます。 

 以上、見え消し版を修正したものが資料１の本文でございます。本文は省略させていただきまして、

参考資料２７ページからでございます。参考資料につきましては、これまでの計画部会の中でも随時

時点修正をさせていただきながら修正を加えておりまして、まとめたものでございます。これは本文

を踏まえた参考資料をまとめてございます。 

 それから、４４ページでございます。４４ページは、別に概要版もつけておりますけれども、一目

で見てこの答申が何かというところがわかるというのを、１枚にまとめてございます。これは途中で

計画部会のときに、Ａ３判１枚でご議論の元にしていただいたものをおまとめしたというところでご

ざいます。 

 ４５ページ以後は用語解説をつけてございます。前回まで途中で注釈をつけているものを、用語解

説に一部回したものもございますけれども、今回、本文の中で、一般の方々が読んでわかりにくいと

ころについて用語解説をしたという形でございます。 

 ５１ページ以降は審議経過等になってございます。昨年の７月２９日の諮問、それから審議会委員

名簿、最後にこれまでの審議経過という形でまとめております。 

 事務局からは以上でございます。 

 

【田中会長】  ありがとうございました。資料２の見え消し修正版で丁寧に説明いただきましたの

で、質問は資料２でお願いしたいと思います。参考資料は資料１のほうしかございませんので。部会

に入っていらっしゃらない方がございますので、きょう初めて聞いたという方もいらっしゃると思い

ますので、どうぞ忌憚のないご質問なりご意見をいただければと思います。できれば前のほうから順

番に議論しましょう。どなたかご質問ございますか。 

 じゃあ、私のほうからいいですかね。基本的に、データは平成１６年度のデータが入ってますよね。 

 

【中村計画課長】  はい。 

 

【田中会長】  だから、特に名にも言ってないときには平成１６年度のデータであるということで、

例えば３ページに建設泥土８５万トンというのがありますけれども、これは平成１６年度のデータで

すかね。だから、特に言わない限りは平成１６年度のデータであるということがわかっていればいい

し、初めのところに書いておくというのがいいかもわからないですね。 

 全体としては発生抑制・リサイクルの促進という量的な問題と、それから環境リスクの軽減という

ことで適正な処理と、こういう両輪で話がずっと進められていますよね。その点で、その辺が抜けて

ないかどうかというのがちょっと気になって。例えば９ページの３行目に、健全なリサイクルビジネ
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スの発展というところ、最後の行に「リユース・リサイクルシステムが構築されるよう、誘導してい

くべき」で終わっていますけど、適正処理のビジネスもあっていいような気がするんですけど、これ

は言わずもがなというふうに読むんでしょうか。廃棄物処理とリサイクルビジネスだから、リサイク

ルだけじゃなくて、廃棄物の処理ビジネスもここでは読み取れるように理解できるといいなという気

がしますけど。まあ、微調整ですけどね。これが読み込めるようになっているかどうかですね。ここ

だけでは、リサイクルを強調したいところがおうおうにあるので、廃棄物の処理とか適正処理という

のが意図的に抜けているのかというのがちょっと気になったんですね。それが９ページのところです。 

 それから１０ページのところで目標を、数値目標が、平成１２年から２２年の１０年間で処分量を

半減するよと。いろんなところでこういう書き方ですけど、５年たった今はどうなっているんだろう

かというのがちょっと気になりますよね、都民から見れば。ほんとうに半分になるんだろうかという

ので。ちょうど計画が終わった平成１７年度の時点でもう半分たっているのに、どれぐらいだろうか

というので。後ろのデータを見ると、そんなに達成してないよね。埋立量の半減目標で、半分たった

んだけどもそんなに達成してないので、ほんとうに１０年たって半減できるのというところがちょっ

と気になるんですが。５年前のデータと５年後のデータを比べて半減と言っているのは、もっと近い

データは参考資料を見ればわかるようになっているんですよね。 

 

【中村計画課長】  資料１の２４ページをごらんいただけますか。平成１６年度の最終処分量のデ

ータを載せてございます。 

 

【田中会長】  はい。平成１６年度の実績ですね。廃棄物の埋立量３３１万トンが２４８万トンで

すので、かなり減っていることは減っているんですね。何割ぐらい減ってますかね。１０年で５割減

ですよね。５割以上ですね。まあ、順調に減っていると見えるんですかね、これは。 

 あと、気になったところだけ指摘しましょう。１６ページに、最終処分場において受け入れるもの

として、再生利用ができない廃棄物に限るということで、プラスチックを埋め立てていいというよう

な表現になっていますよね、限定はするものの。前回の審議会では埋立不適物と答申しているので、

再生利用ができないものは埋め立てていいよと、こういうメッセージを出すことがどうかなというの

でね。一方で再生利用ができなくても、エネルギー回収とかいうほうをまず優先的にやって、それも

できないというものがあるんだろうかなというのが、むしろ逆に。埋立はあくまで禁止というメッセ

ージを強く伝えるべきじゃないかなという気がしますけどね、ここは。 

 

【中村計画課長】  すみません。ちょっと文言はあるんですけど、ここの再生利用というのはエネ

ルギー回収も含めた形を考えてございます。 

 

【田中会長】  そう？ 

 

【中村計画課長】  はい。 

 

【田中会長】  そういう使われ方を全部してます？ 

 

【中村計画課長】  はい。 

 

【田中会長】  いかがでしょう、ほかに。 

 

【渡邉委員】  発言していいんですか。 

 

【田中会長】  はい。渡邉委員。 

 

【渡邉委員】  発言させてもらいます。 
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【田中会長】  何ページでしょうか。 

 

【渡邉委員】  何ページって、この資料でいうとですね……。いっぱいあるから。私、事前に勉強

してきた資料だと一番いいんだけどな。 

 

【田中会長】  資料２では？ 

 

【渡邉委員】  事前にもらった資料だと２ページですね。それから一番後ろの用語集との関係です。

何を言いたいかというと、廃棄物の定義のこと、出てますよね。 

 

【田中会長】  廃棄物の定義。 

 

【渡邉委員】  ええ。事前にもらった資料２ページ、一番下に廃棄物のことで、循環型社会形成推

進法でいう「廃棄物等」のことで、廃棄物のほか廃棄物ではないがこれこれのものも含むんだと、こ

のように書いてますが、これ読んだ限り、廃棄物とはというのが見えないんですね。 

 もう１度言いますよ。ここに本文に大量の廃棄物ということを書いてあって、廃棄物ということを

説明するのかと思ったら、ここで言っている廃棄物には循環推進法でいう廃棄物のことで、廃棄物の

ほか廃棄物でないこれこれこれのものも含むと書いてあって、廃棄物そのものについて定義してない。

翻って、一番後ろの用語集を見てみても、廃棄物の計画書なのに廃棄物のことが定義になってない。

これは、多分、行政当局でも、廃棄物については裁判上の争いがあり、いろんなことがあるから書き

にくいんだと思うんですが、廃棄物計画書なのに廃棄物のことを定義しておかない、書いてない、示

しておかないというのは、どういう理由だかなということがとても気になった。ここの２ページに書

いてあるのは、廃棄物とはということではないですよね。ここで言っている廃棄物などにはこれこれ

のものを含むということを書いただけであって、廃棄物とはどういうものをいうこと、書いてないで

すよね。 

 

【田中会長】  はい。 

 

【渡邉委員】  翻って、廃棄物等については法令上定義があるはずで、ただこれについては司法当

局でも都民の間でもいろいろ意見が分かれておって、本人が有価物だ、おれの資産だと言えば手を出

せないというような、いろんな問題があることは事実です。でありますけれども、廃棄物というのは

どういうもんだろうかということは、何か示しておいたほうがいいのではないかなというような感じ

がちょっとしたんですけど。昔、廃棄物とはというのがどこかにあったような気がするんですが、こ

のたびの用語集を見ると出てないのはどうしてかなと思ったんですけど。すみません、私、勉強足り

ないもので、よろしくお願いします。 

 

【田中会長】  はい。事務局、何かあります？ 

 

【中村計画課長】  ご案内のように、廃棄物処理法で定義が定まっておりますし。廃棄物とはとい

うことなんですけれども。それから、俗に言う総合判断という形でいろんな通知等であるので、廃棄

物については大体概念が一致したような形でご審議いただいたのかなと思っておりまして、省略をさ

せていただいたという形でございます。 

 

【渡邉委員】  審議会委員がわかるんじゃなくて都民に示すものですから、都民に、廃棄物とはこ

ういうものだというようなことは言ったほうがいいのではないか。廃棄物処理計画書なのに、廃棄物

とはどういうものか、計画の対象にしている廃棄物とはどんなものかということが示されてないこと

になるのではないか、こういうような素朴な疑問なんです。だから、それはもうわかり切っているこ

とじゃないかと言われれば、赤いじゅうたんを歩く国会議員がつくった法律だから、みんな国民は知

っているでしょうと言うと同じ議論になっちゃうので、やっぱり私は……。 
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 私が言うのは、用語集に挙げてもらいたいという……。 

 

【田中会長】  希望ですね？ 

 

【渡邉委員】  希望です。大きな希望です。 

 

【田中会長】  はい。わかりました。小泉委員。 

 

【小泉委員】  廃棄物というのは、一般廃棄物と産業廃棄物を合わせたものを廃棄物というんです

が、用語集では一般廃棄物という言葉、これは４５ページに載ってますよね、定義は。それから産業

廃棄物は４７ページの中ほどに載っていて、それを合わせたことというのをどこかで書いておくこと

も考えられます。通常は、一廃、産廃ということで、両方合わせて廃棄物というふうに私なんかは理

解していますので、その辺をどこまで書くかという問題だと思うんですが。一般廃棄物と産業廃棄物

については定義が出てますから、ある程度、私はいいかなと思っています。 

 

【渡邉委員】  ただいまの意見に対してですが、廃棄物の中には、都民の間では個人的見解で、こ

れはごみでないと言えばいつまでも放置されると。周りの人から見ると、これごみでないかというの

で、ちまた争いになっております。だからそういうことも含めて、行政が撤去するための廃棄物とい

うことも示す意味で、内訳があるからいいというのでなくて、私は、廃棄物とはこういうものだとい

うことを示す必要があると思っています。 

 ちなみに、東京都でないよその自治体においては、廃棄物の定義を条例の中に明示しているところ

があります。そして、廃棄物もどき、廃棄物でないのに廃棄物らしからんものまで取り締まるといい

ますか、いわゆる資産だというものについても、そうでないよ、廃棄物なのでちゃんとした処理しな

きゃいけないよということを取り締まるようになっていて、住民の健康・福祉を守っている自治体が

多うございますが、やっぱり東京都でもそういうふうにしてもらいたいなという気持ちがあります。

そうでないと、見解があるために、庶民感覚では廃棄物と思われるものでも抜けてしまうということ

があって困るというような気持ちがございます。 

 だから、学者のいわゆる定義の中に、ＡとＢを含めてＣというような話でなくて、わかりやすく、

例えばこれこれのものは廃棄物なんだというような示し方。市民の生活に有害なものは廃棄物なんだ

とか何かって、そういうような形で可視的に見える、心に感じるごみであってもらいたい。我々が日

ごろごみと認識しているものはそういったたぐいのものであります。だから、道に落ちてるごみにつ

いても、ほんとうはたばこのポイ捨ても不法投棄ですし、ビニール投げても、それはごみです。業者

が投げたから、事業者が投げたから、あるいは家庭人が投げたからという区分の話ではないと思うの

で、私はそんなことを含めて申し上げた次第です。都民の一意見でありますが、都民はそのような形

で認識しております。 

 

【田中会長】  可能であれば、簡単な法律に基づく定義を解説に入れるということで。 

 

【渡邉委員】  そうです。入れてほしいです。 

 

【中村計画課長】  きょうこの場での用語集にはなかなか間に合わないですけど……。 

 

【渡邉委員】  いいです、いいです。 

 

【中村計画課長】  例えば、これからホームページにアップするときには、都民の方にお伝えする

ときには加えさせていただく、そういう扱いでよろしければいけると思います。 

 

【渡邉委員】  はい。お願いします。 
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【田中会長】  はい。そういうことで。一般的には、不要物で固形状または液状のもの。 

 

【渡邉委員】  そうですね。 

 

【田中会長】  （放射性物質及びそれに汚染されたものを除く）ですよね、一番短いのは。 

 

【黒川委員】  不要が人によって違うので、みんな困ってる。 

 

【田中会長】  法律上はそう書いてある。 

 

【森廃棄物対策部長】  恐らくホームページに書かなければいけないことというのは、いわゆる定

義の中の、「占有者が自ら利用し、又は他人に有償で売却できない」という、そこをかみ砕いて書く

ことなんだろうと思います。それから総合判断説がありますので、総合判断説を、何をもって総合判

断説だということを、若干かみ砕いて書くことだろうと、そのような気がいたします。それは少し事

務局でオーソライズさせていただきたいと思います。 

 

【黒川委員】  廃棄物の定義に関してはこういうあいまいな部分がありますということを、きちん

とどこかに一緒に書けばいいんじゃないかと思いますよ。それと、ここではこういう使い方をしまし

たということがきちんと分けて書かれれば。 

 

【小泉委員】  そろそろほんとうはこの廃棄物という言葉もやめればいいんですね。 

 

【黒川委員】  やめるべき。ほんとうに。 

 

【渡邉委員】  そうです。 

 

【小泉委員】  循環資源物とか、何かそんなふうないい言葉に持っていけばいいと思うんですけど

ね。 

 

【渡邉委員】  同感です。 

 

【田中会長】  ほかにございますか。 

 

【崎田委員】  今、渡邉委員からお話があったのは、きっと、最近、テレビなどでごみ屋敷とか、

近隣でそういう非常に迷惑をこうむっているような方たちに対して、どういうふうに近所が接してい

ったらいいかという、そこが大問題になっているからということもあってのご発言なのではないかな

と思うんですね。ですから、今度ホームページに載せていただくときに、もし可能であれば、そうい

う法律的なお話プラス、何か別のところの欄に、都内あるいは近隣でそういうトラブルが起こったと

きに、どこではどういうふうに解決をしたというような、そういうような事例集みたいなのが載って

いるとか、何かそういうことのほうが、きっと市民は望んでいるんじゃないかなという気はいたしま

す。ただ、それが可能なのかどうかというのは別なんですけれども。ちょっとそんな気がいたしまし

た。 

 

【田中会長】  情報発信の中にそういうのが入るんでしょうね、この審議会の答申の中ではなくて。 

 

【崎田委員】  はい。そういうことです。 

 

【田中会長】  都がやるべき情報発信の中に。 
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【崎田委員】  ええ。そうです。 

 

【渡邉委員】  今、近所のごみ屋敷のレベルで話されましたが、それも含んでいますが、私は三重

県や岐阜県であった現象、あるいは石原産業事件のことを指して言っています。つまり、ほんとうは

廃棄物なのに、脱法する産業廃棄物業者が巧妙に立ち回っているからであります。そのことをつけ加

えておきます。テレビに出てきたごみ屋敷のレベルではございません。 

 

【田中会長】  はい。ありがとうございました。ほかにございますか。中田委員。 

 

【中田委員】  １７ページの真ん中辺のアンダーラインのところなんですが、リスクコミュニケー

ションが重要であるということで、「東京都は、『一般廃棄物処理施設向け環境報告書ガイドライン』

を作成しているが、今後も、その普及に努めるべきである」とあるんですね。このアンダーラインと

いうのは、都民の方からの意見の中の２番、都民意見の３ページの太い文字のところで、やはりリス

クコミュニケーションというのが書いてあります。これは都民の方が、プラスチックの焼却によって

健康的な問題が出てくるんじゃないのかという、そういう心配からきていると思うんですけど、リス

クコミュニケーションが重要であるというところを、ここでは具体的にそんなに書く必要はないと思

うんですけど、もう一言何かつけ加えていただけたらと。イメージが私、わかないんですが、いかが

でしょう。 

 

【田中会長】  例えばどういうふうに。リスクコミュニケーションの必要性のところを、こういう

目的でとかいう解説ですか？ 

 

【中田委員】  健康に関する心配だとか、都民の意見でそういうのが幾つもありますよね、ぜんそ

くのこととか。そういった心配はないんだという安全性を。 

 

【田中会長】  安全・安心のための。 

 

【中田委員】  のためのリスクコミュニケーションとか、何かちょっと言葉をつけ加えていただけ

たらと思います。 

 

【辰巳委員】  一緒によろしいですか。リスクコミュニケーションという単語は専門家しかわから

ない言葉で、これ、用語集を今見たら、ないんですね。ついでに一緒につけてくださったほうがいい

かもしれない。非常に微妙なことを話し合うというところで。 

 

【田中会長】  いろいろなところで使われだしましたけどね。 

 

【辰巳委員】  はい。そうですね。 

 

【田中会長】  計画課長。 

 

【中村計画課長】  そちらのところは、実は前回の平成１６年５月にいただいた審議会答申からか

なり抜いてきたところでございまして、そちらのところには、都民の信頼にこたえる環境コミュニケ

ーションを、かなり詳しく答申でいただいています。そのときの用語集にも、実はリスクコミュニケ

ーションは載っているというところで、今回は省略させていただいたという経緯がございます。 

 

【辰巳委員】  なるほどね。 

 

【田中会長】  ホームページに載せたときに、前のやつをたどれるようなあれがあれば。 
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【中村計画課長】  そうですね。わかりました。 

 

【田中会長】  あるいは、重要なものはもう一遍再掲していただいてもいいですね。 

 同じ１７ページだけど、区市町村に対する支援の３行目も、「区市町村も期待を寄せており」とい

う期待は、支援の期待ですかね。支援の期待を寄せておりというのが明確にあったほうがいいですね。 

 それから、東京都が支援、支援という言葉が非常に目立つんだけど、東京都自身がやることはない

のという聞かれ方はされないですかね。例えばエコセメントとかは東京都自身が利用するとかいうこ

とは、可能性はないですか。 

 

【中村計画課長】  ございます。都にも調達方針がございまして、それによって、エコセメントが

ある場合には使っていくという形にしておりますので、まだできておりませんけれども、できた段階

では使っていうことになります。 

 

【田中会長】  都自身が使う。 

 

【中村計画課長】  優先して使っていくということになっております。それは多分、多摩の市町村

も同じかなと思っております。 

 

【田中会長】  みずから模範を示すとか、何かそういうところが積極性が見えるといいなという気

がしますね。 

 それから、し尿のことを書いているところがありましたね。１９ページですか。ここだけし尿処理

のことを書いていますが、この中身は、見出しは１７ページのウのところのリサイクル促進という中

に書かれているんですよね、ウの中の一部として。これはここでいいですか。 

 

【中村計画課長】  若干ずれている、適正処理がまじっている部分もございますけれども、例えば

浄化槽汚泥などは、今、汚泥処理というだけではなくて再利用を含めたような形で国のほうもお考え

ですし、交付金制度もそのような形になっておりますので、適正処理だけではなくて、リサイクルも

含めたような形で支援をさせていただくという形で含めております。 

 

【田中会長】  そうすると、同じ１８ページに（ごみの適正処理に関する支援）という表題があり

ますね。ごみの適正処理に関する支援、これもリサイクル促進の中にあるんだけど、据わりはここし

かないですかね。なんとなしに、大きな見出しのリサイクル促進というのが。それで適正処理という

のは、（２）の環境リスクを軽減させるための施策というので、どうしても１７ページの頭はリサイ

クルの促進という表題になっちゃうんですかね。ほんとうは一般廃棄物の適正処理とリサイクルの促

進となれば、この中身でこのままでいいと思うんですけど。 

 

【中村計画課長】  はい。仕分けの問題かなと思うんですけれども。私どもとしては、区市町村に

対する支援は１つにまとめて書いたほうが区市町村の方々にもわかりやすいし、都民の方々にもわか

りやすいかなと思いまして、リサイクルで全部くくるというのはなかなか難しゅうございますけれど

も、１つにまとめてみたということでございます。 

 

【田中会長】  で、結果的には、リサイクル促進のところに入ってしまったと。 

 

【中村計画課長】  主なところがそこかなと思いましたものですから。 

 

【田中会長】  環境リスク軽減は廃棄物の処理とリサイクルで、両方から環境リスクの軽減はやる

んですよね。だから、２０ページ以降も適正処理とリサイクル、両方入っている。ここはね。 

 

【中村計画課長】  すみません。もう１つ。全体のつくりでございますけど、最初の部会でもご議
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論いただいたんですけれども、施策を全部網羅するということではなくて、主要施策をまずご議論い

ただいて、それで計画づくりに役立っていきたいというようなこともございましたので、すべてが網

羅されているかというと、必ずしもそうではないという形もあろうかと思います。ただ、この中でこ

こに今回お示しいただいたものが主かなと、私どもはさせていただいております。 

 

【田中会長】  そうすると、今さっき使った言葉がありますよね。埋立のところで、再生利用とい

うのが両方入っている概念だということをおっしゃられたので。例えば１８ページのごみの適正処理

に関する支援というのを、今さっきの言葉の、ごみの再生利用に関する支援とか。全体が一般廃棄物

のリサイクル促進という表題の中で議論しているから、１８ページの真ん中のごみの適正処理に関す

る支援の部分の表題を、何かこう、リサイクルの促進にかかわる表題のほうがいいかなという気がし

ますね。 

 ほかにご指摘ございますでしょうか。渡邉委員。 

 

【渡邉委員】  事前に配られた資料にないほうでは２２ページのところですね。 

 

【田中会長】  ２２ページ。 

 

【渡邉委員】  事前にもらったほうだと２３ページのところ、いわゆる産業廃棄物処理施設向け環

境報告書のガイドラインの策定って書いてあるところの項目なんですが。産業廃棄物施設向け環境報

告書云々という話ではないんですが、ここのところ、下から２行目、「企業の果たすべき社会的責任

の一環として法令遵守や環境配慮等の取組状況が公表されていくことが望ましい」、ここにあること

についてなんですが。これは、先ほど事務局からできるだけアップ・ツー・デートなものにしたいと

いうような話もございましたので、アップ・ツー・デートなものにしてもらいたいことがあります。 

 それは、法令遵守や環境配慮の、この間に内部統制という言葉を入れてもらいたい。それは、去年

の商法改正で、ことしの５月１日から商法が施行になりまして、企業の不祥事防止のための取組が法

制化された。具体的には会社法の３６２条４項６号などにあるわけですが、本屋さんに行けば何冊も

本がある。企業の内部統制がしっかりしなかったからこそ、三井物産のＤＰＦデータ偽造事件などが

見つからなかった。あるいは雪印なんかについても同じです。ですので、企業の内部統制の取組状況

なんかも環境報告書に明らかにしないとだめなんだということを、メッセージを送ってもらいたい。

これは日本版ＳＯＸ法――サーベンス・オクスリー法といわれたアメリカのものを持ってきた日本版

ＳＯＸ法も、この６月の通常国会を通過しております。商法も通ったと。ＳＯＸ法も通った。そこで、

内部統制の充実を企業の対して求める中に、これがもしアップ・ツー・デートのものでいくとすれば、

ぜひともそこへ１行入れてもらいたいなと。これは都民の意見だけども、大方の意見の意見であろう

かと思います。 

 

【中村計画課長】  少々補足をさせていただきます。 

 

【田中会長】  どうぞ。 

 

【中村計画課長】  その前の２１ページにある報告制度なんですけれども、これは廃棄物ガバナン

スのようなことをかなり意識した制度として実はつくっております。この中でも企業の方々の内部的

な体制についてもご報告いただくというようなところでございます。で、今ご指摘のあった環境報告

書ガイドラインの場合はその上に立ったような形で、法令遵守なり環境配慮と、さらに上の取組を表

に出していただくということで、私どもは含めたような形でもう既に考えていたということでござい

ます。それで、既に報告制度の中で内部体制のほうもご報告いただくという形でやっているというと

ころでございます。少し補足をさせていただきます。 

 

【田中会長】  わかりました。大体ご意見は出尽くしたと思いますが、いかがでしょうか。 

 それで、幾つかのご意見をいただいたので、これを事務局として修正あるいは追加、訂正というよ
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うな具体的なものがあります？ それとも、運用上、ご意見を反映して、計画をつくるときに十分留

意して反映して計画をつくると、こういうことでやりますか。いかがでしょうか。簡単に直せるもの

は、字句の修正、それから誤解をまねかないようにするとか、誤ったメッセージを伝えるとかいうこ

とがないように、直せるものは直したほうがいいと思いますけど、これはどのような使われ方、公表

のされ方をされます？ 

 

【中村計画課長】  きょう終えていただけますと、既にお配りをしているのは（案）としてお配り

しているんですけど、答申として公表、プレスするという形になるということでございます。今の扱

いで、できればということでございますけれども、先ほど……。 

 

【森廃棄物対策部長】  今、課長が途中まで言いましたけれど、いろいろご意見をいただきました

けれど、私ども、これから廃棄物処理計画をつくりますし、またそれぞれの運用をいていかなきゃい

けない、こういうことでございますので、ご意見を反映をさせていただきたいと。ただ、部会長おっ

しゃるとおり、ホームページ等々で細かいところの説明等々ができる部分は、詳細な説明をしていき

たいと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 

【田中会長】  はい。ということで、審議会の報告書としてはこのままということで答申したいと

思いますが、議事録は残りますよね。 

 

【中村計画課長】  はい。 

 

【田中会長】  それから、議事録は公表されるんですか。 

 

【中村計画課長】  されます。今までもすべて公表してございます。 

 

【田中会長】  公表してますね。それから、審議会のこの答申そのものもホームページに載る？ 

 

【中村計画課長】  載ります。 

 

【田中会長】  載るんですか。 

 

【中村計画課長】  ええ。 

 

【田中会長】  ホームページに載せるときには、今の過ちとか……。 

 

【中村計画課長】  用語集の追加とか、ほかのところにリンクできるようにはなっているんですけ

ど。 

 

【田中会長】  皆さんに改めて審議するようなことはないと思いますので、それは事務局と私に一

任していただいてということでいいでしょうか。 

 

（「結構です」と呼ぶ者あり） 

 

【田中会長】  じゃ、そういうことで、原案どおりということで、一部、字句や表現の仕方の修正

はあるかもしれませんが、それはこれをいただいたということでお願いしたいと思います。無事にさ

せていただきたいと思います。 

 それでは、今のような内容で審議会としては東京都に答申したいと思いますが、本日は白石総務部

長にご出席いただいておりますので、部長に答申をお渡ししたいと思います。 

 それでは、東京都廃棄物処理計画の改定について、別添の「東京都廃棄物処理計画改定について」
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のとおり答申します。 

 

（答申書の手交） 

 

【田中会長】  それでは、東京都側を代表して、白石総務部長から一言ごあいさつをお願いします。 

 

【白石総務部長】  白石でございます。ただいま田中会長から、東京都廃棄物処理計画の改定につ

いてということで答申をいただきました。会長をはじめといたしまして委員の皆様方には、昨年の７

月から約１年間、熱心にご討議いただきましてまことにありがとうございました。また、小泉委員に

は企画部会の部会長といたしまして、この間、精力的に審議を取りまとめていただきまして、まこと

にありがとうございました。改めて御礼申し上げいたします。 

 都としては、きょういただきました答申、それから今いただきました意見を踏まえまして、さらに

区市町村から意見をいただきまして、本年８月には新しい廃棄物処理計画を策定するという予定にし

ております。 

 今後、都はプラスチック廃棄物のリサイクルの促進、それから不法投棄対策の強化に取組ますとと

もに、廃棄物処理、それからリサイクルビジネスの健全な発展を図りまして、循環型社会に向けまし

た新しいステージへ進んでまいりたいと考えております。その際、答申にもございましたが、都民、

事業者、ＮＰＯなどの方々との連携・協力が非常に重要であると考えておりまして、そことの連携を

図っていきたいと思っております。そういう意味でも、今後とも委員の皆様におかれましては、東京

都の廃棄物行政にぜひご協力いただきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

ほんとうにきょうはどうもありがとうございました。 

 

【田中会長】  どうもありがとうございました。 

 ちょっと時間がありますので、しばらく委員の方々からご感想なりコメントなり、いただければと

思います。細田委員。 

 

【細田委員】  私、この計画策定に携わっているので全面的に賛成なんですが、４つぐらい、お願

いといいますか。計画をつくっても、やはり魂を入れないといけないわけですね。 

 １番目、発生抑制はいつも言われているんですけれど、なかなかこれができないという事実があり

ます。東京都は日本の中でほかをリードする都府県でありますから、ぜひそれを何らかの形で具体化

させることをやってほしい。 

 そして私が懸念するのは、この間、『日本経済新聞』を見てびっくりしたんですけれど、産廃の処

理施設が、要するにキャパシティーほど集まらないから、ごみを減量して産廃処分場も余っているん

じゃないかって、非常に皮相的なそういう記事が新聞記者に書かれていて非常にびっくりしたんです。

建設残土や汚泥の状態を見てたら、とてもじゃないけどそんなこと言ってられないし、今、外国を汚

しながら、資源相場が高いということで、流れているわけですよね。そういう本質を見ないでそうい

う記事が書かれていることに非常に唖然としているんです。そういうことも含めて、危機感を持って

対応することが、私は非常に重要なのかなと思っております。１６ページの汚泥の問題もそうですし、

これは行政がやっぱりどこかでコミットしていかないと、どこかで何らかの形で捨てられてしまうと

いうことがあります。ぜひそれはチェックしていただきたいと思います。 

 それから、やはり申し上げておかなきゃならないのは、２０ページにＰＣＢに関してありますけど、

都は若干ミスをつけてしまったということは事実だと思います。例の事件で。大事には至らなかった

ということで、私はよかったと思っていますが、一層、都民の信頼あるいは全国民の信頼を得るよう

なＰＣＢの処理をお願いしたいということでございます。 

 それから最後はスーパーエコタウンの問題です。これは資源相場の状況等いろいろかかわっており

ますが、スーパーエコタウンは、はっきり言って、私が現在確認しているところでは、物が集まって

ない。あれだけのお金をかけて、業者を集めて、物が集まらないという状況は、私はやはり都にも大

きな責任があると思っています。大坂はエコタウンを始めまして、かなり府が力を入れて物が集まる

ような考え方をやっている。もちろん、物が集まればいいということじゃありませんけど、せっかく
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資源を投入していい設備をつくったのに、そこに物が集まらないというのは、やはり何らかの計画が

おかしかったということだと私は思います。その辺、ここに調整ということで書いてありますけど、

さらなる向上ということが書いてありますけど、それをぜひよろしくお願いいたしたいと思います。 

 

【田中会長】  はい。ありがとうございました。それではほかに、発言されてない方を指名させて

いただきたいと思いますが、自治体の方、どうでしょうか。石塚委員、どうでしょうか。感想でも。 

 

【石塚委員】  非常に熱心に皆さんお取組で、うれしく思っておりますが、私どもの場合にはまだ

非常に不法投棄という問題で悩んでおります。 

 産廃関係の工場が既に２０近く進出しております。一番問題は、大手といいますか、非常にしっか

りした会社がやっていただけないというのが、業界の方がいらっしゃいますけど、私は問題ではない

かなと思うんですよ。積み上げて会社が倒産というのは幾つもございます。集めるだけ集めて、社長

さんがどこかへ行っちゃう、現在、そういうのが幾つかございまして頭を痛めております。いずれに

しましても、これからはこれに真剣に対応する会社なり場所というのが必要なわけでございますから、

しっかりした会社がしっかりした対応をしていただければ、住民の理解は十分得られると思うんです

が、現在のところ我が町では、随分いろいろ計画を聞いてもしっかりした方なんですが、ものすごい

反対運動が周囲全体から起こりまして、てんやわんやになってしまうというのが状況でございます。

これはいろんな意味でもボタンのかけ違いといいますか、変な方向に行っているなということで、双

方の間になるべく立つようには私はしておるんですが。いずれにしても、我々都民として、そういう

関連の必要な工場なんですよ。ところが、簡単に言いますと、うちの庭に建つのは嫌だよ、隣の庭に

建ててくれという感じが先行してしまいまして、住民運動がとんでもないほうにエネルギーを費やし

ているんじゃないかなと思うんですね。 

 そういうのを実際に日々見ておりますものですから、こういうようにいろんな形で皆さんが前進、

進歩していただいて、我が町のほうもうまく進むようにという念願があるわけでございます。現在も

２社ほどが進出ということで、近隣が反対、これの陳情合戦と。おかげさまで、私どもは、全国でも

地域としては珍しい条例をつくらせていただいて、対応はしているんですが、いまだにそういう紛争

が絶えない。 

 私ども、瑞穂町という町なんですが、まだまだスペースがいっぱいあるものですから、どんどん進

出してこられる。これからはもっと景気よくなるから、そういうこともなると思いますが、今までの

ところ進出される企業は、ほとんどその関連の方が進出してこられまして、毎年何社も出てこられま

すので、そういう点からも、廃棄物行政というのはもっともっといろんな意味で進化してもらいたい

と思っております。 

 どうも長くなりまして、失礼しました。よろしくお願いします。 

 

【田中会長】  ありがとうございました。ビジネスチャンスを生かそうということですが、優良企

業に育ってほしいですし、そういう企業に来てほしいですね。ほかに、岡本委員、いいですか、一言。 

 

【岡本委員】  この間、パブリックオピニオンの件数というのをお聞きしたんですけど、私はもっ

といっぱい出てくるのかと思ったら、意外に少ないのでびっくりしたというよりも、やっぱりなかな

か都民の関心が少ないのかなと。 

 そういうふうな意味で、今回の答申の中に都民の社会的責任という文言が入っているんですけど、

具体的に、その中身がどのぐらいあるかなという意味で、もう１度見てみたんですね。そうすると、

心の持ち方とか、それから何かに参加しろとか、何件かあったわけです。これは都知事への答申です

から、これはこれでこのままだと思うんですけど、今度、何らかの形で都のほうから、都はこういう

ことをやるんだけど、都民としては少なくともこういうことだけは守りなさいよとか、それを発信し

ていただいたほうがいいのかなと。これを読んでいっても、拾わなきゃわからないんですね。だから

それをまとめて。企業に対してはこうですよと言ってあるんですね。比較的よくわかりやすい。都民

に対しては、どっちかというと遠慮ぎみにこれ書いてありますので、別な形で、最低限これだけはや

りなさいよとかやってくれよとか、そんな発信をしていただければ、そういうふうに思います。 
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【田中会長】  ありがとうございました。島田委員、何かございますか。 

 

【島田委員】  こういう場に座りますと、常に被告席みたいな格好になるんですけど。議論という

か資料の中にもありましたけど、建設廃棄物というのは、特に東京都内での排出という意味では、か

なりの大きなウエートを占めているわけで、その意味からしますと、我々建設業界というのは非常に

責任を感じているところではあります。 

 それにつきまして、私の意見を二、三申し述べたいんですけれども。１つは、我々自身が、どちら

かというと処理業者にお任せというか押しつけという、そういう姿勢がこれまでもありましたし、今

も色濃く残っていると思うんですね。我々自身が優良な処理業者を選ぶことと、そういう賢い排出事

業者にならなきゃいけない。そういう意味で、我々自身がもっともっと育っていく必要があるなとい

うことを日々感じていることが１つなんです。 

 その上で、処理業者とパートナーシップを持ちながら進めていくことが非常に重要だなと思ってい

るんですね。そうは思いながらも、実は建設業界というのは、ピンからキリまでという言い方はおか

しいですけれども、大小零細さまざま、すごく数が多いんですね。それを一律の施策だけではとても

やりきれないですね。町場の一人親方でやっていらっしゃる、住宅の改修をやっていらっしゃる方、

あるいは解体をやっていらっしゃる方から私どもような会社まで、規模という意味では大きな差があ

るわけです。 

 ですからそういった中では、先ほど議論ありましたけど、廃棄物処理法の廃棄物とは何なのという

ことすらわからない排出業者も現にいらっしゃるということを踏まえて、総合的に考えていく必要が

あるのかなと。そういう建設業界ということからすると、かなり複層的というか、総合的な施策をも

っと図っていかれる必要があるのかなということを痛切に感じておりまして、私の自戒というか反省

の意味も込めて発言させていただきました。 

 

【田中会長】  ありがとうございました。辰巳さん、何かありますか。 

 

【辰巳委員】  消費者の立場ですから、先ほどもちょっとあったんですけど、やはり消費者の役割

というのはとても大きいと思います。特に廃棄物につながるのは購入の時点だということで、以前か

らそういうお話はあったと思うんですけれども、子どもに対する教育とかいろいろ入っておりまして、

一応、基本的には、思っているところを押さえてもらっているなとは思っておりますが、もう少しそ

こら辺を、今後は、即刻、買ったものは廃棄物につながるんだというとこら辺を消費者にわかっても

らうように、だから賢く選ばないといけないんだというところをわかるような、何らかのコミュニケ

ーションができるといいなと思っております。よろしくお願いします。 

 

【田中会長】  ありがとうございました。野口委員。 

 

【野口委員】  ありがとうございます。私は常に発言させていただいていたことの１つに、先ほど

石塚委員から、そうはいっても不法投棄が多いと。廃棄物の問題ですから、やっぱり適正処理とか不

法投棄の話というのは行政が厳しく取り締まっていかなければならないことで、計画の中にもかなり

書き込んでいただいて、ほんとうありがとうございました。計画を実行に移していくに当たっては、

水際というか、不法投棄・適正処理の問題に果敢に取り組んでいっていただきたいなというのが１つ。 

 それからあと、先ほど来話を伺っていて、計画の中にきちんと織り込まれているんだけど、なかな

か伝わっていっていないんだなということがあって、例えば６ページのところに、東京都はみずから

も先駆的に取り組むとあるし、それから定義の話もあったんですけど、実はそれもきちんと書いてあ

って、循環利用の推進という観点に立った廃棄物の定義、区分のあり方についても考えていくんだと

いうことが書かれています。ただ、計画というのはどこから読まれるかもわからないし、どういう方

が読まれるかもわからないので、これを計画ができたということで終わってしまうのではなくて、計

画の部分部分をいろいろな形で周知徹底させていくというのが、やっぱり大切なのかなと。それは計

画の解説かもしれないし、きょうお配りいただいた取りまとめなのかもしれないし、または東京都が
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される一つ一つの施策の中で、これは計画のこの部分にかかわる問題であるというふうに行動で示す

ことが、計画の周知徹底につながるのかなと思います。大変よくできた計画なので、それがみんなに

浸透していくといいなと思っております。 

 

【田中会長】  ありがとうございました。茂木さん、順番にすみません。茂木さん、何かあれば。 

 

【茂木委員】  この中でも大分書かれておりますけれど、広域的な対応といいますかね。この部分

が八都県市でも協働してということが書かれていますけれども、この問題を考えるときには、周辺自

治体との、今連携という言葉がよく出てくるんですが、これを具体的にどう展開していくのかという

ところがまだ詰まってきてない。ですからある面、東京都は先駆的なと、今話もありましたけど、そ

この部分が首都圏トータルで先駆的になっていかないと、なかなかうまく進んでいかないんじゃない

かという感じがいたします。 

 それから、この中でもう１つ。優良な事業者に対する評価制度も入ってますけど、こういったこと

は、より推進するということが非常に進んでいくなということで、その点が、いろんな面で事業者サ

イドから見ても、いいことだなという感じがいたします。以上であります。 

 

【田中会長】  はい。吉本さん。 

 

【吉本委員】  初めて出させていただいて、血脈が通るかどうかわからないんですが、石塚委員の

ご発言の中で、２０社ぐらいお出になってきて、中にはいろいろ非常にご迷惑をかけている事業者が

おるということでございますが、私どもの協会の会員であれば、ほんとうに申しわけないと思ってお

ります。ただ、それは私もよくわかりませんので。 

 私どもの業界は都からご認可いただいて、約７,０００から９,０００件ぐらいの免許、許可がおり

ていると思うんですね。私どもの業界は、その中で約６０７社ぐらい、賛助会員の方が約８０社ぐら

いということで、組織率が極めて少ない。もう少し大勢の方に大勢の情報を発信させていただきたい

のでございますけれども、商工会議所さんがそばにおられますけど、うちの協会に入るメリットは何

だということに対して、許可業者さんに対するアピールが非常に足りない面があろうかと思うんです。

これは建設業界さんとか都の研修事業その他で、我々の事業者も一生懸命勉強させていただいており

まして、私どもの会員に限っては、要するに近隣との共生がまずないとだめという形で、どういう施

設をつくっても、近隣の方のご要望にこたえられないとできませんよということは、発信をさせてい

ただいているわけでございます。ですから、多分、私どもの協会に入っていらっしゃらない業者さん

がそういうことをおやりになっているんじゃないかなということで、非常に憂いでおります。 

 引き続き都の幹部の皆様にご指導いただきながら、できるだけうちの協会に入っていただいて、連

携を取らせていただきながら、そうした認可を超えた違法な、例えば施設をつくるとかいうことは、

極力私どもの立場でも避けていきたいと思います。私どもの部会で多摩支部というのがございます。

きょうは多摩の所長さんもお見えになっていらっしゃいますが、非常にしっかりした６名の理事さん

が出ておられますので、何かございますれば、ご相談をいろんなルートを通じてさせていただいて、

私どもも馳せ参じて、私どもの協会の業者であれば、伏しておわびして改良していただくようにいた

しますので、どうぞよろしくお願いいたします。以上ございます。 

 

【田中会長】  ありがとうございました。 

 一応、各委員からご発言いただきましたので、最後になりましたが、私のほうから……。 

 

【小泉委員】  １つよろしいですか。 

 

【田中会長】  じゃ、小泉部会長。 

 

【小泉委員】  この間、部会委員の皆様はじめ事務局の皆様方には本当にいろいろご苦労いただい

て、いろんなご意見をいただきまして、部会長として大任を果たすことができました。この場をお借
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りして厚く御礼申し上げます。 

 それで２点だけちょっと申し上げたいことがあるんですが。先ほど、１１ページの３つの施策の柱

という中で、健全な廃棄物処理・リサイクルビジネスの発展というのが、私はこれから我が国が現在

の２１世紀に向けてやるべきことだと思っております。２０世紀までは、ある意味で動脈産業という

ことで、我が国は世界２番目のＧＤＰを誇ってきたと。これからは静脈産業ということで、その双対

性がなければ、２１世紀において日本は発展できないんじゃないかと思っております。 

 現在、中国、インド、そういったところがどんどん発展しておりますけれども、環境問題はいずれ

は出てくると思うし、そうしたとき日本の静脈産業に関する技術が、そういった国々の環境問題を解

決するという意味でも、このリサイクルビジネスの発展につきましては、先ほど細田委員もおっしゃ

っていましたけど、具体的に目を入れるといいますか、足を地につけるといいますか、そういったこ

とで是非お願いしたいと思っているのが、第１点でございます。 

 それからもう１点は、清掃局から環境局に変わっていって、都の廃棄物行政は、何回も申し上げて

いるんですが、だんだん区部移管ということで、現場から実際の廃棄物行政が少し間接的になってき

ていると思います。先日、青森・岩手県境の不法投棄処分場も視察してまいりましたが、非常にクレ

バーな人間があれだけの不法投棄をしたということで、これを解決するには相当の年月と費用を要す

るだろうという思いがございます。そうしますと廃棄物問題もいろいろ奥が深いし、広域的になって

まいりますし、ぜひ環境局のほうでそういったメンバーというか、そういったところもちゃんと押さ

えて、頭からしっぽまで全部押さえられるような人員の確保というか、そういったことをぜひお願い

したいなというのが２点目でございます。 

 東京というところは社会経済的な発展もするし、廃棄物のほうもしっかりやっているということを

世界に発信できるような、そういう東京都であってほしい、こういうお願いでございます。以上でご

ざいます。 

 

【田中会長】  ほかにご発言いいでしょうか。崎田委員。 

 

【崎田委員】  私も、全体について一言だけ申し上げたいんですが。細かい点について、ほんとう

に今回、いろいろと意見を皆さんで尽くして、まとめさせていただいて大変ありがたいと思っており

ます。 

 ４ページのところで、これは廃棄物処理法に基づく計画としての位置づけだけではなく、「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合わせ持つものとして策定されるべ

き」ときちんと書いていただいたんですが、ぜひ東京都の循環基本計画に相当するものとしての位置

づけがきちんとできるような形でしっかり定めていただいて、そういうふうに情報発信していただけ

れば、大変ありがたいと思っています。そうすると、そういうことに関心を持っている多くの方との

信頼関係もより一層深まるのではないかという感じがいたします。 

 先ほど来から都民とのコミュニケーションという話が出てきましたけれども、計画ができたときに

その計画をじっくり読む会みたいな、そういうコミュニケーションの場とかをいろんな地域と連携し

ながらきちんと開いていって、ともに学び合うようなそういう状況をしっかりつくっていくというの

が大切だなということを、都民としても感じました。どうもいろいろありがとうございました。 

 

【田中会長】  ありがとうございました。これぐらいでいいでしょうか。 

 それでは、最後に私のほうからお礼のごあいさつをさせていただきたいと思います。環境局の白石

総務部長から都の決意を承ったところです。この報告書を取りまとめるに当たって、計画部会を中心

にこれまで熱心に議論していただきました。お礼申し上げたいと思います。また、各分野の専門の

方々、あるいは事業者を代表して、あるいは都民の代表として、それぞれの立場から率直な議論、意

見をいただいて、活気のある議論、そしていい報告書が取りまとめられたと思っております。感謝し

たいと思います。また、パブリックコメントで都民からも多くの意見をいただいたということで、お

礼を申し上げたいと思います。 

 我が国の循環型社会形成は、２０００年に循環型社会形成推進基本法というのが制定されて、それ

を第一ステージとすれば、容器包装リサイクル法が１０年たって見直しされ、ことしからまた新しい
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ステージということで、第二ステージに入るところですね。 

 今回の答申では、この第二ステージにおいて、日本全体の動脈、静脈の物流の中心として東京都が

あると。循環型社会に向けた新たなメッセージを発信していくことができたと思います。特に廃棄物

処理・リサイクルビジネス、その静脈産業の健全な発展というこれを柱の１つにして、ご指摘のよう

に多くの期待があるわけですけれども、動脈は世界の２位――小泉さんがおっしゃったように――静

脈は世界の下のほうですよね。アジアの国にほとんど貢献してないと。アメリカやヨーロッパの廃棄

物処理会社がアジアの廃棄物の処理に貢献しているということで、国際貢献を、この分野は、唯一し

てない分野ではないかなと思います。もっともっと国際的なビジネス、１３０億トンの廃棄物を処理

するのに、日本の企業がビジネスチャンスとしてとらえて成長していただければと思います。 

 日本の資源循環、廃棄物処理を高度化していく上で、東京都がきちっと責任を果たしていくことを

期待しております。いろいろなところで率先して日本のフロントランナーとして役割を果たし、それ

を模範としてそれぞれの他の地域がそれをまねて成功するようになればいいなと思います。 

 我々の審議会委員もそれぞれの立場から、ここに書いているような環境教育、それからリサイクル

の促進という点で果たす役割が随分あると思いますので、これからも委員の皆様方にはますますご尽

力いただけますようにお願いしたいと思います。 

 ということで、これをもちまして本日の審議はすべて終了いたしました。本日はお忙しい中お集ま

りいただきまして、どうもありがとうございました。 

 

―― 了 ―― 

 


