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日時：平成 17 年 9 月 9 日（金）午前 10 時～ 

             場所：東京都庁第一本庁舎３３階南側 Ｓ６会議室 
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東京都廃棄物審議会 第１回計画部会 

平成１７年９月９日 

 

 

【小泉部会長】  それでは定刻には少し早いのですが、皆様おそろいのようですので、

これから第１回計画部会を開催いたします。それでは審議に先立ちまして、事務局から確

認事項をお願いいたします 

【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。北村委員、黒

川委員、野口委員、広瀬委員、細田委員、安井委員につきましては本日、ご都合によりご

欠席と承っております。ただいまご出席の委員数は８名でございますので、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を確認させていただきます。本日、お配りしておりますのは会

議次第が１枚、座席表が１枚、委員名簿１枚、それから資料集でございます。お手元にお

そろいでございますでしょうか。 

 事務局から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。よろしいでしょうか。 

 それではまず部会長代理についてでございますが、運営要項第７第５項で、部会長に事

故があるとき、または部会長が欠けたときは、あらかじめ当該部会に属する委員のうちか

ら部会長が指名する委員がその職務を代理するということがございます。私のほうから部

会長代理を指名させていただきたいと思います。本日、ご欠席ではございますが、細田委

員に部会長代理をお願いしたいと思います。細田委員には後日事務局を通して部会長代理

就任について承認を得たいと考えておりますが、それでよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

 どうもありがとうございます。それではよろしくお願いします。 

 それでは次に議事に入ります前に、今後の当部会のスケジュールについて確認しておき

たいと思います。事務局からスケジュールについて説明をお願いします。 

【中村計画課長】  では、座って失礼させていただきます。 

 お手元の資料集の最終ページの１９ページをお開きいただければと思います。参考資料

といたしまして、「計画部会の開催スケジュール案」をお付けしてございます。本日の部会

を入れまして、まず３回ほどの部会の開催をお願いいたしまして、現状、課題、計画の基
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本理念、今後の施策等につきましてご審議をいただき、４回目、５回目に中間のまとめに

向けたご審議をお願いしたく思っております。 

 途中で区市町村から意見を聴取した上で、来年２月ごろの審議会総会において「中間の

まとめ」として、一たん取りまとめをしていただきたいと考えております。中間のまとめ

につきましては、パブリックコメントを募集いたしまして、その内容を含め、さらに部会

でご審議をいただきまして、来年の夏ごろの総会にて答申をいただければと考えておりま

す。 

 以上でございます。 

【小泉部会長】  皆さん、いかがでしょうか。ただいまの内容につきまして、議論の内

容や進捗に応じて、今後弾力的に対応していくことにいたしまして、おおむねこのスケジ

ュールを念頭に置きながら進めていきたいと思います。よろしいでしょうか。 

 それでは、これより本日の議題に入りたいと思います。本日の議事は「東京都廃棄物処

理計画の改定の基本的方向について」でございます。まず事務局から資料の説明をお願い

します。 

【中村計画課長】  また座って失礼させていただきます。先ほどのスケジュール案にご

ざいましたように、「処理計画の改定の基本的方向」のうち、本日は「廃棄物リサイクルの

現状と課題の整理」ということで絞ってご議論いただければと考えております。 

 １番の表でございますけれども、本日の論点をつくってございます。今、申し上げまし

たように、本日は現状をお話しながら課題をおまとめいただくということでございます。

まず論点でございますけれども、現行の廃棄物処理計画に緊急課題として５つのものを掲

げてございます。取組は進めておりますけれども、残された課題は何かという点、それか

ら継続して取組んでいくべき課題は何かという点、それから現行計画が５年たっておりま

すので、新たに取り組むべき課題は何かという点を本日ご議論いただければと思っており

ます。 

 資料のつくりでございますけれども、主に２つに分けてございます。まず一番目の丸に

ございますように、廃棄物の発生状況、減量・リサイクルの進捗状況についてまとめてご

ざいます。それからもう一つは処理施設の整備、不適正処理対策及び有害廃棄物管理の進

捗状況についてと、この２つにまとめておりまして、ご議論いただきまして、課題を整理・

抽出していただければと思っております。 

 あとはその中で、今後重点的に施策の焦点を当てるべき品目なり種類なりをご議論いた
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だければと思っております。 

 それでは１枚お開きいただきまして、資料１から参ります。総会でも若干触れさせてい

ただきましたけれども、「東京都廃棄物処理計画」につきましては、「東京都環境基本計画」

の下位計画という位置づけでございます。今回、環境基本計画は同時に改定をしないとい

うことで、この基本理念あるいは考え方に沿った形でご審議をいただくという形になろう

かと思います。環境基本計画は３つの視点がございまして、そのうちの２つ目、「環境配慮

が内在化された社会システムの実現、大量生産、大量消費、大量廃棄型の生産と消費のパ

ターンから脱却」というところが私どもの廃棄物処理計画に一番関係するところでござい

ます。 

 それからもう一つ、３つ目の丸でございますけれども、「より広域的・地球的規模での環

境問題に対しても、先駆的な取組みを開始するべき責務」があるというところも視点に入

るのかなということでございます。これらを踏まえて、現行計画である「東京都廃棄物処

理計画」におきましては、循環型社会の変革という基本理念のもとに計画を定め施策を進

めているところでございます。 

 続きまして資料２でございます。資料のほうは続けてご説明をさせていただきます。「東

京の廃棄物の現状と課題の実現状況」ということでございますけれども、まず廃棄物の発

生状況について、幾つか資料をまとめております。上のグラフは都内区部、多摩地域、島

嶼地域全部含めまして、実線のところが実際のごみの排出量、それから上の細かい点線に

なってございますのが、ごみの排出量に資源回収量、集団回収と資源ごみ収集量を加えた

形のごみの発生量でございます。 

 実際にはこれに加えまして、事業系のリサイクル量がございますけれども、これについ

ては我々行政としてはなかなか全体を把握できないということで、数値的には統計が出せ

ません。行政回収している、あるいは集団回収をしている資源回収量を上乗せしたのが細

かい点線のところでございます。下の２つはそれを区部と多摩地域に分けてつくったもの

でございます。 

 ご案内のように、バブル景気以降、ごみの排出量はずっと減少傾向にありましたけれど

も、ここのところ下げ止まりになっているというのが、これは実線のところでございます。

それからもう一つ、資源回収量を加えた発生量を見ますと、その横ばい傾向がより表れて

いるということが一つあろうかと思います。 

 その要因を次の４ページから少しまとめてございますけれども、まず家庭から出るごみ
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につきましては、まず人口と世帯数の関係を見てございます。４ページは東京都の人口の

推移でございまして、真ん中の人口増加率の推移を見ていただくとわかりますように、２

３区においても平成８年からは増加に転じております。多摩地域はずっと増加していると

いうことで、東京の人口が実は増えているというところが今の実態でございます。 

 将来はどうかというところでございますけれども、これは予測でございますけれども、

平成２７年度ごろまでは増え、それ以降減少していくのではないかという予測をしてござ

います。したがいまして、先ほど申しましたごみの発生量につきましては、人口の面から

見ても、今後増加に転じる可能性があるというところでございます。 

 それからもう一つ、５ページでございますけれども、今度は世帯数の推移でございまし

て、一般的に一世帯当たりの人数が少ないほど、その１人当たりのごみ排出量は多いと言

われております。５人世帯のごみ量を５で割ったものよりも、大体１人世帯のほうが１人

当たりのごみ量は多いということであり、何となく感覚的にはわかるところでございます。

統計的にもその辺が出ております。 

 世帯数を見ますと、東京では１世帯当たりの人数がどんどん減っていて、世帯数が増え

ているという現状がございます。 

 それから下の円グラフでございますけれども、そこを見ていただくとわかるように、平

成７年、１２年、ちょっとデータが古うございますけれども、これしかないものですから、

申しわけございません。この５年間でやはり１人世帯が増えているという現状がございま

す。その中で、１人世帯といいましても、若年層と老年層の別がまたあろうかと思います

ので、６５歳以上を見ますと、老年層の６５歳以上の１人世帯も増えつつあるという形で

ございます。このような人口とか世帯数を見ますと、家庭から出るごみの発生量が増える

要因があるということでございます。 

 続きまして６ページでございます。今度は産業廃棄物でございますけれども、前回もラ

フな図はお出ししましたけれども、東京から出る産業廃棄物は大体２,３００万トンから２,

５００万トンぐらいで横ばいの状況でございます。その中で再生利用量、減量化量が増え

て、最終処分される量は減っているという形でございます。 

 それから真ん中のところで業種別の排出量を出しておりますけれども、今、上下水道汚

泥が一番多いのでございますけれども、やはり建設業から出る産廃が多いというところで、

右側の棒グラフにもございますけれども、汚泥を除くと、がれき類とか建設汚泥が東京か

らは排出されると、それが特徴であるというところでございます。 
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 それから６ページの下のところは都内の建設工事の施工状況でございますけれども、横

ばいという形でございます。 

 それから７ページの上は都内の建設物の除却床面積、壊したものがどのぐらいあるかと

いう統計でございますけれども、これも若干下がりつつも横ばいかなというところでござ

います。現行計画では産廃の排出量の多くを占める建設廃棄物について、高度成長期に建

設された建物が更新期を迎えて、これらから解体物がたくさん出てくるのではないかとい

う予測をしましたけれども、依然として建物解体はほぼ横ばいで推移しているということ

でございます。 

 それから参考で、建物解体と絡みます住宅リフォームでございますけれども、これもそ

れほど大きくは伸びていないという状況でございます。 

 続きまして８ページでございます。事業系の廃棄物、一般廃棄物も産業廃棄物も含めま

して、影響力が大きい都内の経済成長率の推移でございます。１５、１６年度は統計上の

推計値で申しわけございませんけれども、今後、都内経済成長率は増加に転じる見込みが

あるのではないかということが一つあろうかと思います。ですから、事業活動から生じる

廃棄物、一廃、産廃を含めまして、その発生量は増加する可能性があるということでござ

います。 

 それから都内の経済活動でございますけれども、右側の国内全体のものと比べますと、

やはり東京都内で特徴的なのはサービス業なり卸売・小売業が多いというところでござい

ます。 

 続きまして９ページでございますけれども、２の減量・リサイクルの進捗状況でござい

ます。資源回収量、これも前回の総会で資料をとのお話がございましたので、載せており

ます。資源ごみ収集量と、それから集団回収量を合わせたものの推移でございます。左側

が区部、右側が多摩地域でございまして、順調に資源回収量は伸びておりますけれども、

ここのところ増加した後、横ばいになっているというのが現状でございます。区部、多摩

地域とも若干、ここのところ下がっているのは、おそらく世情をにぎわしております資源

の抜き取りがありますので、その分が統計上はカウントされていないということで、多分

資源としての排出量は横ばいであると思っております。 

 それから真ん中でございますけれども、これも前回の総会でお話が出ました行政施策と

ごみ量の関係でございますけれども、家電リサイクル法が平成１３年４月から施行された

場合の粗大ごみの量がどう変わったかというところでございます。ちょっと見にくうござ
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いますけれども、平成１３年は全国の家電のリサイクル量が約４０万トンございます。 

 下に参考でつけましたが、家電リサイクル法以前も家電が全部市町村の粗大ごみ収集に

出てくるわけではなくて、大体４割程度、今までの実績として出てきていたということで、

平成１３年度の４０万トンの４割、なおかつ都内が全国の１割としますと、約１万６,００

０トンぐらい、再商品化されているのかなということです。右側の都内の粗大ごみ収集量

を見ますと、平成１２年は多分、駆け込みでピークがあったと思うんですけれども、大体

８万トンちょっとと７万トンちょっとということで、１万トンぐらい粗大ごみ量が減って

いるということで、家電リサイクル法の施行とともに、大体合うような形で粗大ごみの量

が減っているという実態でございます。 

 続きまして１０ページでございます。今度は一般廃棄物の処分状況でございまして、こ

れは区部でございますけれども、まず上が区部の不燃ごみの組成でございまして、平成１

０年度と１６年度で比較してございます。この間、資源ごみ収集が拡大されまして、ビン・

缶回収がかなり進んだということで、見ていただくとわかるように金属とかガラスのパー

センテージが非常に減って、これは割合でございますけれども、プラスチックが多くなっ

ているということでございます。真ん中の囲んだものは容積ですが、容積で見ると、さら

にプラスチックはかさばりますので、不燃ごみのうち８５％がプラスチックであるという

ことでございます。 

 それから、それを中間処理して、埋立処分場に入れるわけでございますけれども、下に

は最終処分場に搬入されるごみの組成を示しております。見ていただきますと、右側の焼

却灰とそれからプラスチック類が非常に埋立物の中で多くなっていることがおわかりにな

るところでございます。 

 続きまして１１ページでございますけれども、今度は産業廃棄物の処分状況でございま

す。上のほうは両方とも排出量を示してございますけれども、左側は上下水道汚泥を入れ

たものでございまして、右側がそれを除いたものでございます。東京の場合は上下水道汚

泥が多うございますけれども、それを除いて考えると、先ほど申しましたように、がれき

類と建設泥土など、建設系の廃棄物が非常に多くなっているというところでございます。 

 それから矢印の下が最終処分量でございまして、最終処分量はがれき類はかなりリサイ

クルは進んできたというところで、建設泥土が半分ぐらい占めているということでござい

ます。それからなおかつ、廃プラスチックのほうも重量で６％ございますけれども、かさ

にするとかなりある、というところでございます。 
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 続きまして１２ページでございます。１２ページも産業廃棄物の種別の処理状況でござ

いますけれども、まず上の２つ、がれき類と木くずを見ていただきますと、再利用が非常

に進んできたというところが一つございます。真ん中の混合廃棄物もまだまだでございま

すけれども、再利用が進んできたところでございます。一方、再利用がまだなかなか進ん

でいないのが建設泥土と廃プラスチック類でございまして、最終処分されるものがまだ多

いという形でございます。 

 それから１３ページの３、施設整備の進捗状況でございますけれども、これは埋立処分

場の整備状況でございまして、区部を載せてございます。これを見ていただきますと、東

京港域、縦にずっと点線でございますけれども、東京港湾区域、ここの中でしか処分場を

つくれませんので、いわば新海面処分場は区部の最後の処分場であるという形でございま

す。また多摩地域も今、二ツ塚処分場がございますけれども、それ以降、なかなか整備は

難しいものと考えております。 

 また下の参考に、この間の総会でも若干出ましたので、一般廃棄物、これは区市町村の

コストでございますけれども、２３区でごみ処理に幾らかかっているかを示しております。

平成１５年度で見ますと、１トン当たり約５万６,０００円かかっているという形でござい

ます。 

 続きまして１４ページでございます。施設整備のほうで、今度は主に産業廃棄物の関係

で、スーパーエコタウン事業で整備する施設の一覧ということで、これも前回ある程度お

出しをさせていただいております。例えばＰＣＢ廃棄物処理施設ですと、今年の１１月に

稼働をいたしますが、幾つかもう稼働を始めているものと、今年から来年にかけて整備が

進んで稼働を始めるという施設がございます。 

 それから１５ページでございますけれども、４の不適正処理対策の進捗状況ということ

で、上の図もこの間お出しさせていただきましたけれども、関東地方一都六県における不

法投棄の状況でございます。投棄量は減少傾向でございますけれども、投棄件数は依然と

して多いということで、不法投棄が小規模化しているというところでございます。 

 それから、それに対する私どもの取り組みの１つとして、行政処分の件数の推移を載せ

てございます。これは不適正な処理を行ったものとか、他の道府県で取消処分を受けた業

者に対する許可の取消処分あるいは事業停止という形でございまして、このように行政処

分の徹底をしてきているというところでございます。 

 続きまして１６ページでございます。これも前回、若干ご説明しましたけれども、適正



 -9-

処理の徹底に向けた施策として、真ん中から下のほうにございますように、産業廃棄物の

排出事業者と処理業者に対する報告・公表制度をつくって、この９月に施行してございま

す。これとあわせて、先ほど申しました取り締まりの強化、それからスーパーエコタウン

事業をはじめとした処理施設の整備という形で適正処理の徹底に向けた施策を行っている

ところでございまして、それに加えて、一番下にございますように、やはり健全な廃棄物

リサイクル関連ビジネスが発展していくことが、不可欠ではないかという問題意識を私ど

もとしては持っておりますので、そのための具体的な施策が必要ではないかということで

ございます。 

 それから最後でございますけれども、１７ページ、有害廃棄物管理の進捗状況というこ

とで、先ほど申し上げましたようにＰＣＢ廃棄物の処理施設は今年の１１月から処理を開

始いたしますけれども、そこに処理スケジュールがございますように、都内分と３県分で

若干ずれて、処理が平成２６年度末まで行われる予定でございます。 

 その中で、施設はつくりましたけれども、やはり適正に処理していかなければいけない

という課題も残っているということで、例えばその処理が終わるまできちっと保管してい

ただく。あるいは処理施設をうまく使うために計画的に搬入したり、処理をする体制を確

保していかなければいけない。それから収集・運搬をする場合もきちんと漏れがないよう

にやっていかなければいけないですし、処理施設も適正な維持管理をしていかなければい

けないという課題が残っているということでございます。 

 以上が、私どもがまとめさせていただきました現状でございます。 

【小泉部会長】  どうもありがとうございました。ただいま事務局からいろいろな内容

をご説明いただいたわけですが、この資料をもとに本日、審議をしてまいりたいと思いま

す。本日は第１回ということでございますので、ある意味でブレーンストーミング的な内

容になろうかと思いますけれども、ご自由にご意見をいただければと思います。 

 それで、内容が非常にいろいろございますので、審議を始めるに当たりまして、幾つか

論点があると思いますので、論点ごとに時間を区切って議論いただきたいと思います。そ

こでまず資料１に示されているとおり、廃棄物の発生状況あるいは減量・リサイクルの進

捗状況などの発生・排出段階の取り組みの検証と処理施設の整備、あるいは不適正処理対

策、そして有害廃棄物管理などの処理段階での取り組みの検証を行って、課題を整理・抽

出していきたいと思っております。その上で、特に今後重点的に施策を起こしていくべき

廃棄物の具体的品目あるいは種類などの議論を中心に、新たな計画のイメージにつながっ
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ていくような議論をしていきたいと思っております。 

 それではまず資料２の１ページから７ページに相当する部分に当たります、廃棄物の発

生状況、減量・リサイクルの進捗状況についてご発言をお願いいたします。ご質問・ご意

見、何でも結構だと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

【渡邉委員】  貴重な時間がもったいないから。私は全くの専門外の人間なものですか

ら、素人なので、いろいろ教えてもらいたいんですが、委員になって何回もここに来られ

ている方とか専門家はたくさんおられるので、ぜひお聞きしたいのですが、４ページの東

京都の人口の推移とごみの関係ということで、資料を出してもらっているんですけれども、

諸先生方はきょう、学習経験者はさっぱりいないというのも、これはいかがなものかと思

っているんですが、そういう先生方に聞こうと思って来たんですけれども、人口とごみの

関係というのは観念的には、あるいは抽象的には理解できるところなんですが、環境学の

専門家であられる小泉部会長にお聞きしたいんですが、どういった事象的な研究なんてい

うのが過去に事例があるんでしょうか。人口があると、ごみがどういうふうに増えるとか

どうかということを研究した学者とかいますか。あるいはそういうことを研究した事例が

あるなら教えてほしいんですが。 

【小泉部会長】  今、ご質問がありましたが、予測をするときには、人口とか、あるい

は１人当たりがどの位のごみを出すかとか、そういったことでやってまいります。私も長

年予測の研究を続けておりますけれども、１人当たりのごみの排出量を大体ベースにして、

それに人口を掛ける形でごみの排出量を求めるというのが通常行われているものです。 

 東京都ではかなりいろいろ詳しく分析をしておりまして、いろいろな実態調査をして、

１人当たりどのくらいごみが排出されているかとか、そういったことも調査しているわけ

です。そういうデータをベースにして、こういった資料が出ていると私は思っておりまし

て、どうしても１人当たりが幾ら減らしても、人口が増えれば、ごみが増えるのは当然で

ございます。 

 最近は一応ごみ自体も、１人当たりのごみも多少横ばいになってきていると。人口もこ

れを見ておわかりいただけるように、多くの日本の地域では減少になっている地域もある

んですが、東京都の場合はそれがわりと横ばい、多少微増ぐらいの形で今後もちょっと続

くだろうというデータだと思います。そういう中で、今後のごみの計画はどうしたらいい

のかということを議論するのがこの部会だと思っております。 

 崎田委員、どうぞ。 



 -11-

【崎田委員】  今の人口に関してのご質問なんですけれども、今の小泉部会長のお話の

ように、自然に考えると、人口が増えると、ごみの排出が増えるということで、大変危機

感を持って考えなければいけないわけですけれども、隣の５ページにある資料がもう一つ

の問題点なんだと思っておりますが、例えば人口がこの前の検討のときに、東京都のほう

から東京都の廃棄物に関する研究所のほうのデータを見せていただいたときに、１人当た

りの世帯人数が減るほうが、１人当たりの排出量が増えるという傾向があるんですね。そ

ういう意味で、人口が増えるだけでなくて、今、１人世帯というか、２人とか、世帯の人

数が小規模な世帯が増えているということもごみを増やす原因の１つにつながるのではな

いかなと考えています。 

【小泉部会長】  どうもありがとうございました。事務局のほうでは何か補足はいいで

すか。 

【中村計画課長】  今、小泉部会長と崎田委員からお話があったとおりだと思っており

ます。 

【辰巳委員】  関連することなんですけれども、もし可能ならば、やっぱり１人当たり

のごみというふうに人口で割ってしまったり、あるいは世帯数で割ってしまったりした数

値というのは、見えにくくなるんですよね。やっぱり暮らし方だとか、住んでいる地域、

東京の場合は結構いろいろな地域があると思うんですけれども、その暮らし方によって、

やっぱりかなりごみの発生量って違うと思います。これが今後のキーだというふうに思う

んですね。どういうふうに暮らしていくかということがやっぱり市民なり都民なり、みん

なが理解していくということで。 

 数値で統計とか平均とかとしてしまうと、隠れてしまうんですけれども、平均の中には

大きな幅があって、家庭でも非常に努力して削減している人から、全くあまり何も考えな

いで出している人との間って、すごく大きいと思うので、何かそのあたりがわかる数値が

あれば、この平均の山をもうちょっとこっちに寄せようよとかということができると、ト

ータルで下がると思うんです。 

 現状としては、今おっしゃっているのはとてもよくわかるんですけれども、そんな中で、

例えば東京の多摩地域でとても努力している市町村の１人当たりの数値と、あまり気にし

ていない、どこかに住んでいる、しかも今おっしゃった１人世帯とか、わりあい単身者の

意識していない人の間で、どんなに差があるかとか、もうちょっと何かそういう感じの数

値があると、今後のためにはいいような気がするんですけれども。 
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【渡邉委員】  お二人の話を聞いた上で、改めて。ことほどさように、人間が出すごみ

ですから、人口と因果関係があることははっきりしているけれども、実証的にだれも詳し

くしたものがないように、私は今、受けとめています。 

 それから一方で、辰巳委員がおっしゃったように、生活文化といいますか、大げさに言

えば生活のライフスタイルといったことも含めて影響しているんじゃないかと。ただ、い

かんせん、だれもお金にならないか、あるいはお役所のほうでそういう学者研究に予算を

つけて研究してくれということを委託しないからかどうかわからないけれども、そういう

資料が出てくるといいのかなと思っています。 

 それから、私がこの質問をしたのは、ずっと後ろのほうにある１３ページのことに関係

しているものであります。廃棄物抑制という考え方からの視点であります。私の話は、１

３ページの一番下に、今回初めて、一体どんなふうにお金がかかるのかなということをこ

の審議会に資料を出してくれました。一番下に出ている一般廃棄物の処理に要する費用と

いうことで、平成１６年度ということで、トン当たり５万６,７４０円と。これを多いと見

るか、低いと見るかということについては、今後の分析によるんだと思いますが、これが

市町村で見てみると、どんなところでどのようなトン当たり円なのかというのが違うと思

うんですね。事務局の説明にあるように、これを見ると全部ならした数字ですから。見て

みると、ある意味の生活文化とか、あるいはお年寄りとか何かというような１人世帯が多

いとか何かというのも見えてくるのかなと思ったりはしております。 

 それから、これに関連して、ここの５万６,７４０円はトン当たり、これぐらいかかって

いるという話ですけれども、これが私は先だっての話にも出したんですが、このお金とい

うのが物件費に幾ら、人件費に幾らとかという費目的な中身についても事務局では資料を

持っていると思うので、明らかにしてもらえばいいかなと。情報公開が市民参加の環境行

政を支えるもとだという、私の信念に基づいて申し上げます。 

 それから、このお金に関して、今言った、地区ごとに２３区とかそのほかに分けてとい

う話のほかに、都民１人当たりの排出量というのは今、ここで出ているとすれば、これを

金額で割ってみると、うちのところのトン当たりは何円でやっているとかいうことが見え

てくると、こんなにお金をかけているなといったら、出さないようにしようかなという、

都民のごみを出さないようにする意識改革とか、あるいは逆に、おれは負担をいっぱいし

てもいいから、ごみをいっぱい出すわというような思想になるかどうかというのが見えて

くると思うので。 
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 つまり、都民が１トン当たり、１人で何ぼ出しているかという話とあわせて、それに都

民１人に直すと、赤ちゃんとか、生まれたばかりの子供も含めて、何ぼ負担しているんだ

かということが見えてくるといいのかなと。そういうことが見えてくると、つまり情報公

開が進むといいのかなと思っています。 

【小泉部会長】  ありがとうございました。後半、こういったお話も出てくると思いま

すし、ただいまのはご意見として承っておきたいと思います。 

【崎田委員】  今、渡邉委員から細かいデータなどをぜひ公開をという話があったんで

すが、今、一般廃棄物のこういう収集とか処理の責任をそれぞれの区とか市町村が持って

いますので、そういうところの委員会では全部公開されておりますので、それぞれの区と

か市にお問い合わせいただけると、それぞれの地域のデータというのがかなり細かく情報

公開されていると思います。 

 そのそれぞれの委員会で、その地域でどういうふうにしようかという話し合いがされて

います。ただ、もちろんそれを２３区全体あるいは都の市町村全体をまとめた一覧表とい

うのがあれば便利とか、そういうことはもちろんあると思います。ただ、それぞれの市町

村はそういうデータを公開しながら、それぞれが審議会でやっておりますので。 

【渡邉委員】  私も自分のいるところでは知っている。ただ東京都の審議会だから、東

京都でと言った意味です。私は東京都民の発言をしています。 

【崎田委員】  わかりました。 

【岡本委員】  ６ページの産業廃棄物、種類別排出量の推移というところと、それから

７ページの上の除却面積との関係なんですけれども、先ほどからのお話で建設廃棄物がな

かなか減っていないというお話がありまして、その意味からも見て申し上げているんです

けれども、この廃棄物のほうからだけ見ますと、平成１２年から１５年度まで、建設廃棄

物ががれき類と、建設汚泥――建設汚泥はどこまで含むかわからないんですけれども、そ

れを足したものか、もしくは除却面積ベースからいくと、がれき類のほうが影響している

のかと思うんですが、そのがれき類だけ見ますと、平成１２年度から非常に増えています。

一方、その除却面積から見ますと、平成１２年度から見て、平成１５年度は減っていると、

横ばい傾向になっているということですけれども、平成１２年から見れば減っているとい

うことで、今の建設残土、建設のがれき類ですか、その辺、出口のほうも今後問題になる

ということで、危機感を持っているようですので、この２つの関係をはっきりさせて――

はっきりさせてというのは、建設から出るものがどうなっていて、それのもとになるもの
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は、この除却面積でいいのかどうかわかりませんけれども、何らかのベースになるもので

割ってみて、それでそこのところがいろいろ施策を打ったけれども、まだあまりうまくい

っていないということであれば、その辺を明らかにして、対策を立てていったらいかがか

なと。 

 ちょっと私の表の読み方が違っていたら、ご指摘いただきたいんですけれども、何とな

くそんな気がいたします。 

【小泉部会長】  今のご意見について、事務局はどうですか。 

【中村計画課長】  産廃の量はアンケート調査に基づき、推計量という形で出させてい

ただいております。それから除却床面積は、一定規模以上の届け出がされたものの統計で

あるとか、そういう全体を網羅しているかというところがございますので、その辺の違い

が出てきているのかなと思っております。 

【岡本委員】  今、違いと判断するのであれば問題ないんですけれども、これを問題点

として、がれきの発生が一向に減っていない、もしくは処理がうまくいっていないとか、

今後どんどん増えるんじゃないかというふうにとらえて、対策をとるべきかどうかという

ことはいかがなんでしょうか。 

 要するに建設についても、先ほど家電なんかはうまくいっていますよというお話があり

ました。建設についてもいろいろな施策を打ったんだけれども、なかなかこれがうまくい

っていないんですよということであれば、またさらに突っ込んでやっていく必要があるん

じゃないでしょうかと。その辺についての……。 

【中村計画課長】  ちょっと先の話になってしまいますけれども、１２ページにお示し

しましたように、廃棄物の種類別だと、やはり取り組みに差があるという状況がございま

す。例えば平成１５年度のがれきで見ますと、再利用が９６％までいっていると。それに

比べると、例えば建設混合廃棄物ですと、まだ再利用がそこまで伸びていないとか、もの

によって取り組みの差が出てきているというところで、その取り組みがまだ足りないとこ

ろをいかに伸ばしていくかというところが課題だと思っております。 

【辰巳委員】  今のと関係してなんですけれども、１２ページのグラフというのはすご

く顕著な変化が見えるんですけれども、今、最終処分が大きな問題だと思うんですけれど

も、例えばがれきの最終処分がこの４年間ぐらいの間にすごい減り方をしていますね。そ

れから混合廃棄物の最終処分も随分減っていますね。今後考えていく上で、この数値とい

うか、この比率というか、最終処分の量をゼロにというのはおそらくあり得ないのではな
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いかと思うんですけれども、東京都としてはどのぐらいまでだったら、サステイナブルと

いうか、処分場の延命というか、目標値というか、どういうふうなところを考えるといん

だろうかと思っているんです。だから、そんなイメージで何か考えていかないといけない

と、私は思っているんです。 

 それで、やっぱり問題はそのほかのものがぐっと減ったわりに、プラスチック類は減っ

てはいますけれども、減り方というのはわりあい少ないですね。例えば混合廃棄物が半分

ぐらいに減っている、この減った理由というのか、何でこんなにうまく減ることができた

のか。リサイクルだと言われちゃえば、それだけなんですけれども、果たして、そのリサ

イクルした先が、例えば混合廃棄物でプラスチックを分けて、そのプラスチックがまたこ

っちの廃プラのところに来ているとか、わからないけど、何かそんなことになっていない

のかとか、どういうふうにこれはうまく減っているんだろうかとか、逆にそんな考察とい

うのもなさっているのかとか、ちょっともししていれば知りたいということです。 

【齊藤産業廃棄物対策課長】  まず一番大きいのが、平成１４年度から建設リサイクル

法がスタートしておりますので、そこで分別解体によりリサイクルが徐々に進んできてい

るという点です。私どもは、やはり建設廃棄物のリサイクルをいかに、もっと促進してい

くかということを考えていかなければいけないと思っています。目標値というのは最終処

分量をできるだけゼロに近づけていくということですが、それにはほんとうに解体現場等

でいかに分別をしてもらうかということについてご協力をいただかなければいけないので、

もっと周知徹底を図っていきたいと思っております。 

【中村計画課長】  目標の話も出たんですけれども、この計画の改定が今後５年間にな

るということで、５年後の目標はまずあると思うんですけれども、その先との辺の関係が

あると思います。ですから、その辺もまたこの部会でご議論いただきまして、５年ででき

るものと、その先を見据えたような形のものをご議論していただければと、事務局として

は思っております。 

【小泉部会長】  なかなか長期的な展望のもとでの計画というのは難しいものがありま

すけどね。そういう長期的なことを視野に入れておかないと、５年の計画もできないと思

います。次回、これからいろいろその辺を詰めていくことになると思います。 

【薗田委員】  今の建設リサイクル法の施行に関してなんですけれども、私どももいろ

いろな企業さんの環境報告書というのをつくっていまして、特に最近、住宅メーカーさん

が、積極的に活動しています。具体的な名前で言えば、セキスイハウスさんとか、パナホ
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ームさんとかをつくっているんですけれども、そういうところが、ここ最近、ゼロエミッ

ションというのを目標に挙げ始めています。数年前でしたら、とてもそんなことはできな

いとおっしゃっていたんですけど、ちょうどゼロエミッションという目標を掲げ始めてか

ら、非常に最終処分量が減ってきています。 

 もちろんそれぞれの施工現場でいろいろな状況がありますので、目標を定めたから簡単

にすぐに減るというわけではないんですけれども、こういったリサイクル法の施行も手伝

って、やっぱり社内の意識も非常に変わってきて、最終処分量を減らしていこうというこ

とで、非常に急速にごみの量が減ってきています。その辺は環境報告書で情報公開もされ

ています。そういう意味では非常に難しいとは思うんですけれども、辰巳委員がおっしゃ

った目標を長期的にというのは重要です。やはり５年後にどこまで下げていくのかという

数値目標がきちんとないと、数値目標があってこその意識づけであったりとか、あるいは

それを現場に落としていけません。マネジメントシステムというところに落とし込んでい

くことは大切です。多くの企業を巻き込んでいくことで、結果としてはいい傾向が出てき

ているわけだと思いますので、ぜひそういう部分は積極的にやっていただければと思いま

す。 

【小泉部会長】  どうもありがとうございます。崎田委員、どうぞ。 

【崎田委員】  今、この１２ページの産業廃棄物の種類別の推移のデータが問題になっ

ていますけれども、私もこのデータのことを見ていると、やはり非常に進んでいるのと、

進んでいないのとがあまりにも歴然としているというのが、やはり今回のすごく重要な課

題だと思っています。 

 混合廃棄物の２５万トン分がかなり建設リサイクル法などの好影響で進んでいる。企業

の意識改革で進んでいるということは大変すばらしいと思うんですが、そうすると今度、

建設泥土と廃プラスチックというのが、ほかの努力に比べて変化がないという。これがす

ごく問題なんですが、今後、少し資料を出していただきたいなと思うのは、例えば建設泥

土をリサイクルするといっても、例えばシールド工法で地下からたくさん土が出てきて、

それを埋め立てに使うと言っているというのが今の現実なわけですね。そうすると、これ

を減らすには、シールドの工事をやめなさいというわけにもいかないし、じゃ、どういう

再利用の方法があるんだろうかという、今、社会でそれは技術的にどういう選択肢がある

んだろうかというのを少し教えていただきたいという感じがします。 

 なぜかというと、下水道汚泥とか、そういうのに関しては今、バイオマス利用というこ
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とで、全国各都市で皆さん非常に御苦労されて、新しいいろいろなチャレンジをバイオマ

スの熱利用のこととか、新エネルギーの１つとして非常に話題は盛り上がっていますけれ

ども、この建設泥土というのがどういう性格のもので、どういう可能性があるのかという

のがもうちょっと見えてくるとうれしいなという感じがいたします。 

 もう一点、廃プラスチック類に関しても、きっとこれは建設系とか事業系から出てくる

ようなものと、市民からの一般廃棄物の上での廃プラスチックと両面あるんだと思うんで

すけれども、どのような状態のもので、どのような可能性を持ったものなのかというのが、

今後、もう少し詳しくこの辺が議論の流れの中で出てくるとありがたいなと思っています。 

【中村計画課長】  建設泥土については、野村委員がお見えなので、コメントいただけ

ればと思います。 

【野村委員】  私ども、非常に悩ましい問題でございますけれども、これはいろいろな

ワーキングでもあるようなんですが、私はまだ直接そこには参画はしていないんですけれ

ども、これはやはり私どももこの建設泥土を最終処分をどんどんやっていくということが

非常にいたたまれないといいますか、そういう思いで今、やっておりまして、何とかして

いろいろな各行政さんに対してでも、建設現場から発生します土、先ほどシールドのお話

がございましたけれども、いかにしてそういったものがリサイクルにつながっていくかと

いいますか、そのところを今、いろいろなところのワーキングでやっております。 

 今、そういう中で画期的な方法というのは、なかなか私どもも見つけ出さずにはいるん

ですけれども、逆に都のそういう皆さん方のご協力を得て、行政のお力をかりて、このリ

サイクルにつなげていくということが私は非常に大事なことかと思っています。 

【小泉部会長】  ありがとうございます。そのほか中田委員、何かございますでしょう

か。 

【中田委員】  私も職場で環境マネジメントシステムの推進をしている立場なんですけ

れども、１年前から会社で始めまして、それまではごみというのはだれも関心を持たない

ことだったんですけれども、廃棄物をちゃんと分別しなければいけないよとか、少なくと

も法律に引っかかるようなことはやっちゃいけないよということで、社長はじめ、みんな

で取り組んでいて、大分意識が変わってきたと思うんです。 

 私の会社だけでなくて、近隣の会社で環境マネジメントシステムをやっている会社とい

うところと、横のつながりを持ってネットワークをつくろうということを今、始めている

んです。まだ形にはなっていないんですけれども、お互いにどういうふうに工夫している
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のかとか、あるいは環境マネジメントシステムの認証をとるのが費用がかかるので、例え

ば教育の部分で人を集めて安くできないものかとか、そういったことを今、始めようとし

ているところです。 

 やはり、法律を守っていかなければいけないというところで、廃棄物に関してはきちん

とするようになると思います。東京で環境マネジメントシステムをしている会社は多いと

思うんですけど、もっと増やしてほしい、また大きな会社だけではなくて、中小企業もそ

ういったことができるようになればいいなと思っています。 

【辰巳委員】  建設のことまでちょっと気になっているんですけれども、これは産業廃

棄物なので、東京都内で大きなビルがいっぱいできるから、ああいう大きいゼネコンみた

いなところというのは、まさに情報網がちゃんとあるだろうし、ほんとうに率先して取り

組んでおられて、いい成果も上がっていると思うんですけれども、そうは言いながら、片

方では普通の住宅建設をおじさんがやっているようなくらいの場合によっては、建物の壊

したり建てたりというのをやっていて、そういうところというのは、今の話もまさにそう

だと思うんですけれども、なかなか情報が行きにくいと思うんです。 

 たとえ意識があってもどうしたらいいかわからないとか、何かそういうのがうまく、日

常の生活者、消費者でも同じなんですけれども、末端までなかなか細かい情報が行き渡ら

ないというのが現状で、取り組まなきゃいけないと思っていても、やり方もよくわからな

いとかという積み重ねが結果になって出てきているのではないかという気もします。 

 今までのがくっと減ったというのは、おそらくゼネコンのようなところがきちっと法律

に基づいてやっておられるからで、今後、これをさらに減らしていくところがまさに生活

者のごみを減らすのと同じ状況にあるんじゃないかと思うので、非常にきめ細かな情報の

伝達だとかが必要だと思うんですけれど、そんな中で、やっぱりいい事例みたいなもの、

「あなたでもこんなことをすれば出るごみが半分になるよ」とか、「半分にしたら、こうい

う税金上何か得があるよ」とか、わかりませんけれども、何かしてあげるというのが……。 

 全く小さな個人の建設業の方と家庭と同じじゃないかなと私は思って受け取っているん

です。それがこの最初の一廃のところにもつながる。減らないで下げどまりになっている

というところと、今後のこの産廃と同じ状態だなと思うので、やっぱり今後の５年間はそ

んなところに問題があるのかなと。きょうは課題までですから、そんなところを考えてい

るんです。 

【小泉部会長】  どうもありがとうございます。 
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 いろいろ前半部分でご議論いただきまして、先ほどの事務局の資料の中にもございます

ように、この資源回収量を含めても、資源回収量自体も多少頭打ちになっていると。それ

を加えたごみ発生量ベースという意味では一般廃棄物の量というのは最近横ばいの状況に

なっているということでございます。それを今後、５年間の計画でどう考えていくのか。

そういったことも必要だと思います。 

 人口とか、先ほどいろいろご議論が出ました世帯当たりの人員ですとか、あるいは都内

の経済成長率ですとか、いずれも廃棄物の発生要因となる指標というのは、ある意味で今

までの統計をベースにしますと、ごみの発生量を増加させる傾向にあるという状況でござ

います。 

 先ほど辰巳委員と渡邉委員からご意見・ご質問のございました、１人当たりの世帯で見

たときの分析は、私の研究室でもいろいろやっておりまして、東京都の環境科学研究所と

の共同研究という形で論文も出しております。清掃研究所の時代には、実態調査を東京都

区部の３５０世帯で行いました。その後、本当は継続していくといいと私は思っているん

ですが、そういった３５０世帯の実態調査ですから、全体がどこまで言えるかというのは

あるんですけれども。例えば世帯あたりの分析ですと、２人から３人の家庭ですと、大体

１人当たり５００から６００グラムぐらいが平均なんですけど、単身世帯ですと、ほとん

ど出さない世帯もあります。 

【辰巳委員】  家で食べない。 

【小泉部会長】  それから、２キロ以上も出しているような世帯と非常に分散が激しい

というか、幅が広いわけです。今後、私も気になっているのは、おそらく若年世帯という

のは出さないような、コンビニで買ってしまうような世帯、学生とかを類推していますが。

一方、これから高齢化が進んでいったとき、単身世帯が増えていくということは統計的に

も見えているわけで、その辺がどういうごみの排出をするのか。そういう世帯が例えばご

みを分別できるのかどうかとか、高齢化した単身世帯のごみの問題は大きな問題だと思っ

ております。今後研究していかなければいけないでしょうし、分析していかなければいけ

ないんじゃないかと思っています。 

 なかなかこういったものをいろいろやっている研究者もそれほど多くはないし、ぜひ東

京都としても今後、継続的にやっていっていただきたいと思っています。首都大学東京で

すので、ぜひ連携してやってい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。 
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 それからあと、一般廃棄物の埋立処分量の中で、プラスチックの占める割合が今、非常

に高いという、これも今回のところであったわけです。それから先ほど崎田委員からもご

ざいましたけれども、産業廃棄物で建設リサイクル法の対象になっていない建設泥土、あ

るいは廃プラスチック類の埋立処分量も今後どうしていくか。非常に高い水準にございま

すので、これをどうしていくか、これは結構大きな問題かなと思っております。 

 いろいろ問題を含みながら、次のところに進んでいきまして……。 

【崎田委員】  すみません、１点だけ。 

【小泉部会長】  追加ですか。後でお願いしますから。 

 それで処理施設の整備、あるいは不適処理対策といったものについてご意見をお願いし

ていきたいと思います。その部分につきましても、先ほど来、少しずつ出ておりますので、

全体を通してご議論いただいて結構だと思います。 

 それでは失礼しました。崎田委員、どうぞ。 

【崎田委員】  すみません、さっき話が突然産廃のほうに飛んでしまったので、私もち

ょっと一般廃棄物のところの意見を申し上げなかったので、簡単に２点ほど。 

 やはり１点目は５ページで、今先生が高齢化になったときの問題点をおっしゃったんで

すが、私も高齢化したときにごみが減るのではなくて、やはり今、個包装とか、介護用の

おむつとかそういうものもありますので、そういう対策というのが大変問題になってくる

と思います。 

 ２つの視点が必要だと思うのは、社会が発生抑制策をするために、例えばどういうサー

ビスが必要かという視点も必要だと思います。例えば配送サービスを入れていきながら、

リターナブルのものをちゃんと定着させるみたいなことも選択することが必要だと思いま

すし、あと収集とかリサイクルに関しては、個別のサービスが可能なのかとか、やはりそ

ういう新しい発生抑制策とリサイクルに関しての両方の視点も必要だと思っています。 

 もう一点、８ページの「経済活動の都内総生産」のところで、卸売・小売業とサービス

業というところの発生量というのが非常に多いという。こういうのを考えると、やはりリ

サイクルとかそういうのが進んでいますが、発生抑制に関するさまざまな取り組みという

のを社会にもうちょっと定着させる必要があるんじゃないかと思いますので、いわゆる今

回の基本処理計画に関しては、やはり循環型社会をつくっていくという視点での発生抑制

策をもうちょっと定着させるというような呼びかけもきちんと入れ込みながら、全体像を

きちんと検討していくことが必要なんじゃないかなと思いました。まず、それだけ言わせ
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ていただきます。 

【小泉部会長】  どうもありがとうございます。いかがでしょうか。 

【渡邉委員】  皆さんから出ている発言に関係することなんですが、今、崎田委員がお

っしゃった８ページのサービス業が圧倒的に多い。中身がどんな業種かと思うと、この先

の分類でどんなところかというところもあるし、建設業に関しても辰巳委員から大手のゼ

ネコンの分が進んだからだろうという指摘とも共通するんですが、日本の会社の９９.９％

までは中小企業です。大企業が０.１％にもならない中でやっている世界なんです。だから

大企業は容器リサイクル法の例の負担金にも関係してくるんですけれども、一部の大きい

ところで全部大まかに間に合ってしまえば、あといいんだという発想からもっとランクを

落として、みんなでという意識にしないといけない部分があるので、それをどうやって定

着させていくかということを私たちは今後の議論の中でしていく必要があると思うんです。 

 それから薗田委員がおっしゃった、あるいはこちらの方がおっしゃったように、ＩＳＯ

の観点から自分のところでは環境マネジメントシステムというようなことで読んでいる、

昨今の企業の環境経営ということがありますが、あれに関しても環境報告書が出ているの

は、今度大部分になりつつありますけれども、あれだってまだ上場企業の一部です。一般

の９９.９％の中小企業に関しては、まだ環境報告書の何たるやというところもまでも行っ

ていないと、そのくらい落差が大きいです。ですから、そういったことをもっと定着させ

ていくということを私たちはみんなで考えていく必要があるんだろうと思うんです。 

 それからもう一つ、ちょっと関係するんだけれども、単身、それから老人のごみのあり

方に関してなんですが、皆さんこういうご経験がありませんか。自分のところでごみを出

すのは出さないで、コンビニのごみとか公共のごみ場に持ってきている人を見ませんか。

結構いますよね。いや、あれはわずかだという人と、そうでない。それからそれは都会が

多いとか、都会のほうが人がだれだかわからないからやるというのも含めて、まだまだご

み文化に対しての意識が低い。 

 それはとりもなおさず、自分が費用負担するんだったら何だけれども、みんな別なとこ

ろに持っていって始末してもらう分には構わないという発想にもつながっているので、ま

だまだごみ文化を、市民意識を変えていくというか、みんなで変えていくことですけれど

も、そういうことの取り組みも、今回の結論の中に何らかの形でみんなの知恵を出し合っ

ていければいいのかと思っています。 

【薗田委員】  確かにご指摘のように、環境報告書を出しているのは、まだようやく１,
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０００社ぐらいですし、これから環境情報開示法ができて、独立行政法人以下、いろいろ

な中小、中堅企業が出し始めても二、三千じゃないかとは思っております。まだまだそう

いう意味ではすそ野はこれから広げていかなければいけないんですが、ちょっとおもしろ

い今の傾向としましては、企業、例えば松下電器という企業体を見ましても、松下電器本

体でのゼロエミッションとかごみ削減だけではなく、当然グループ企業、あるいはサプラ

イヤーさんまでそれを広げていこうという動きが出てきています。実際、例えば松下電器

さんだけでもたしか１万社以上のサプライヤー（取引先）というのがありますので、その

中にはもちろん中小企業であったりとか、かなり多岐にわたる企業さんとのお取引があり

ます。やはり環境マネジメントを広げていこうとか、あるいはごみ削減をしていこうとか、

ＣＯ２削減をしていこうとかを取引先から言われたほうが、広がりやすいという傾向も出

てきておりますので、これから徐々にだとは思うんですけれども、そのグループとかサプ

ライチェーンまで広げていくというのは、一つの動機づけになります。もちろんそれ以外

に行政としてそういった削減をしていくことに対してのインセンティブというのが出てく

ると、もっと一気にそういう中小企業さんとか中堅企業さんとか、もっと一気に意識は広

がっていくとは思います。かなり先進的な企業から、上から広げていくという方向も一つ

は非常に有効だと考えています。 

【辰巳委員】  「エコアクション２１」なんていう方法で中小のほうにも広げていこう

という、あれの場合はたしか数値の報告まで出さなきゃいけないようになっていると思い

まして、やっぱりごみというのはその中の大きな柱ですので、そこら辺との連携とかも何

かあるんだと思うんですけれども、東京都として、私は神奈川県のほうで「エコアクショ

ン２１」ともちょっと絡んだりしておりますけれども、そういうところと、こういうごみ

の話との連携というのは、もちろんエネルギーもあるかもしれませんけれども、すごく大

事かなと。今の大きなところじゃないところに攻めていくに当たってはと思っています。 

【小泉部会長】  どうもありがとうございます。いろいろな方法でボトムアップしてい

くような形で、どうやったらいいかということを知恵を絞っていくことになろうかと思い

ますが、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。 

【渡邉委員】  自由な討議でいいというので、少しだけ視点を変えて、９ページの説明

をされたときに、事務局から資源抜き取りの話が出ましたね。あの資源抜き取りの話に関

連して、ちょっと私は皆さんから意見を聞いてみたいなと思っていたんですけれども、抜
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き取りをどういうふうに評価されますか。環境ジャーナリストの崎田委員に聞いてみたい

と思うんですが。資源の裏、抜き取りの問題。何か文章にでも書いてあれば、それを見せ

てもらってもいいんだけれども。 

【崎田委員】  私は今、資源抜き取りに関して書いたことはないんですけれども……。 

【渡邉委員】  じゃ、あなたの意見だけでいいわ。 

【崎田委員】  それはもちろん、きちんとみんなというか、社会の最低限のルールです

から、きちんとやっていかなければいけないと思っています。ただし、資源の抜き取りと

いう状態になると、どのくらい抜き取られたかとか、そういうデータがほとんどないので、

何となく現状がきちんと見えない。そういう意味ではどの程度抜き取りされているかとか、

そういう現状が「ある、ある」と言われているだけだとわからないので、その辺が少し見

えてくると、もう少し社会全体できちんとこれをとらえていくということができるんじゃ

ないかと思っています。 

【渡邉委員】  すみません、私の視点がちょっと悪かった。抜き取りというのは、業者

がみずからの儲けのためにする抜き取りと、それからダンボールに住んだりしている、あ

あいう方が空き缶を１個集めて、１０円とか５円とかという世界でやっている方とかいろ

いろな方がおられますね。だからああいう方のことをどう考えたらいいかという話です。 

 そういうふうに言ってもわからない方がいると悪いから、もうちょっと申し上げるんで

すが、先ごろ、環境省で平成１５年からことしの３月ごろまでかかって、２１世紀の環境

基本問題懇談会というのが開かれたように聞いています。その中では２１世紀の環境行政

はどうあるべきかというのが議論になったように聞いております。その後の環境省の――

私は一都民だからね。でも私が知っている情報だけで申し上げると、そういう中で、今後

の環境行政は環境と経済だけじゃなくて、社会問題でも考えようという話をされているん

です。つまり、経済・環境・社会の３つのボトムラインと言われている話がこのたび出て

きていたように聞いております。 

 そういう中で、目を転ずれば、海外にも不幸な、あるいはご飯を食べられないような方

もたくさんいる中で、国内にもそういう方が一部いるわけです。だから、そういったもの

と資源のこういう利用の仕方の、環境、環境と言うほかに、そういった人の救済といいま

すか、そういうところに行政というか、愛の手を差し伸べる中で、どう考えていったらい

いのかなというのは、ちょっと私の考えがまとまっていないので、そういうところに出席

した方がいると思うので、意見を聞いてみたいと思ったんです。 
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 なお、申しおくれましたけれども、私の情報ではその環境基本問題の懇談会に崎田委員

が出席されたと聞いていますので、お聞きしたいんです。 

【崎田委員】  わかりました。私は環境基本問題懇談会に入っております。それで、と

りあえず皆さんもおわかりのように、今、環境というと、やはり長い公害をきちんと規制

するという流れから来ていますので、いかに一つ一つの環境問題を、大気汚染であるとか、

水とか、そういう印象が大変強いわけですけれども、今の社会全体、将来像を見直したと

きに、もっと視野を広く、いわゆる環境の状況がよくなった地域社会、あるいはその地域

社会の総合体としての日本の国土というものがきちんとまず持続可能な社会になっていく

こと、そしてそれの上に自然と共生しながら住む私たち人間がきちんと幸せを持って生き

ていくためにどういう社会になっていくべきかという、やはり全体像をきちんと考えてい

かなければいけないということで、できるだけ環境省の分野にとどまらずに議論を進めま

した。 

 そういうことで関心を持っていただいた委員が言っていただいて、大変ありがたいと思

っています。今後そういう出てきた課題に関しては今、環境基本計画の第３次の見直しに

関して策定に入っておりまして、今、環境基本計画のまとめの方向性というのが７月に報

告を出しまして、今、それに向けて細かい全国各地のヒアリングを続けています。それを

もとにして、来年の頭ぐらいに新しい環境基本計画の策定の方向性を出していこうと思っ

ていますけれども、それに関しては、やはり環境・経済・社会、いわゆるほんとうに持続

可能性を見据えて、きちんと社会がやっていくためにどうするかというふうにとらえてい

ます。 

 そういう流れの中で、今のホームレスの方とかそういうような視点でお話が来たので、

ちょっとそれに関して全く別にお話をしますと、今の東京都とかそれぞれそういう方たち

を抱えている新宿区とか墨田区とかいろいろなところで連携をして、定住促進を図った上

で、ちゃんと職業訓練に入っていただくようなプログラムを大変強く進めてくださってい

まして、この近くの新宿中央公園に一ころ６００人ぐらいいた方が今、２００人ぐらいに

減っているんです。そういう意味でそちらの方面の対策というのは進んでおりますので、

そういうふうに社会全体像でいろいろなひずみを解消していくという努力は進んでいると

思います。 

 ですから、このいわゆる抜き取りとかそういうことに関して、たまたまそういう方たち

が抜き取っているということに関しては、量的にそんなに増える傾向ではないと信じてお
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りますが、そうじゃなくて、組織的な企業としてとか、事業者がやるとかそういうことに

関してはきちんと見ていかなければいけないわけですから、そういう意味できちんと悪意

を持ったそういう作業がどのぐらいあるのかというのは把握して、対策をとっていかなけ

ればいけないと思っています。 

 すみません、長くなりました。 

【小泉部会長】  どうもありがとうございました。そういった国のほうの動きも順次お

話を伺いながら、私としては東京都としてどういうふうにやっていったらいいのか。前回

も申し上げましたけれども、東京都のような高密度に集約された地域で、もし上手くごみ

のことができれば、それはいろいろなところにも発信できるし、世界に向けても発信でき

ると思っております。逆に、ここでできないことはどこでもできないようなことではない

かと思っていまして、そういう意味でもこの部会、あるいは審議会は非常に重要であると

思っています。前回も、この審議会で出たことが国のほうの方向をプラスチックの焼却不

適物から、埋立不適物に変えていくような話に展開したわけですので、そういう意味でも

重要な会議ではないかと思っています。 

【辰巳委員】  ちょっと今、確かに渡邉さんがおっしゃった抜き取りのお話で、今、話

された内容の抜き取りではなくて、違う話を過去に聞いたことがあって、思い出したので

ちょっと話させていただきたいのですけれども、８ページに先ほど都内の特徴としてサー

ビス業が突出しているという話があったんですけれども、私はわからないんですけれども、

このサービス業の一部にはいろいろな飲食店がたくさんありますよね。そういうのも入っ

ていますよね。私たちもぱっと見たときの目から、飲食店の量というのはそんなに変わら

ないんですけれども、その一つずつを見てみると、転廃業がものすごく行われていて、ほ

んとうに飲食業の方たちというのは２年ほどやってみて、もう経営が成り立たないとなる

と、すぐやめて次の業態に変わるとか、お店自身がどんどん人が入れかわっているそうな

んです。 

 それに当たって、厨房の設備だとかお店のいすだとか机だとかというのは、廃業の時点

で産廃業者に一括して処理を頼むそうなんです。そうしたら、産廃業者はすごく安い価格

で引き受けて、それがガチャガチャとつぶされて、ばっと産廃として処理されるそうなん

です。 

 そんな中で、結構ああいう特殊なものですから、高いものもあったりするので、そこを

うまく、そういうすき間の中に入り込んで一つずつ厨房施設を引っ張り出して、本来なら
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何十万するものを何千円ぐらいで買い取るという事業者がいらっしゃって、それをやらせ

てほしいと頼むと、そんなこと１つずつさせていたら、日にちも２日も３日もかかっちゃ

う。産廃業者にガシャとやっちゃえば半日で済んじゃうという、時間を含めたコストとの

関係で、やっぱり大抵のサービス業の方は産廃業者に頼んじゃうんだそうです。でもその

中からきちっと一つずつ引き取っちゃったら、ほんとうに新しい、今言った２年や３年で

つぶしちゃいますもので、設備そのものも有効に利用できるんだそうです。だけど、私が

伺った方はそれをやってすごく大儲けをしているそうです。ほんとうに何千円で買ったも

のを十何万で売れるとか、あまりボロい商売だから、公には言えないけれどというお話も

聞いたんです。 

 だけど、それが全体の転廃業の中のほんの数％にもならない。だからほとんどはそうい

うふうにして産廃業者に行っちゃって、そうすると金属も木も全部一緒になって、ごみと

して産廃でいくそうなんです。特に東京都の場合を見ていると、ほんとうに転廃業が多い

と思うので、そういうところをうまくすくえるようにすると、かなり減るんじゃないかな

と、今、ふっと思い出して、抜き取りではないですけれども、やっぱり本来ならばあっち

に行くものを有効にいいものを引っ張り出すという意味では、それが実を言うとリサイク

ル業者なんですけどね。 

 そういうところも何か陽が当たるというか、うまく社会的に認められて、いいことをし

ているというふうに、社会に貢献しているという格好の見方をすれば、とてもいい方向に

行かないかなと、ちょっと思ったりして、お話があったのを思い出したもので、すみませ

ん。 

【小泉部会長】  ありがとうございました。薗田委員。 

【薗田委員】  全然別件になるんですけれども、最後の１７ページのところで、「ＰＣＢ

廃棄物の処理予定」というのが出てますが、実際にいろいろ企業のほうでも取り組みを進

めて、きちんと報告をされていると思うんですけれども、最近すごく気になりますのが、

やはり地震であったりとか、台風などによる洪水とかの場合の被害が非常に危惧されてい

る点です。 

 実際、いろいろ企業さんで工場に見学に行ったりすると、現在の段階では保管をされて

いて、その保管状況というのは報告書などにも紹介したりとか、きちんと情報公開をされ

ているんですけれども、例えばここで洪水が起こった場合にどうなんですかということを

聞くと、「いや、そこはまだ考えていません」とか「これから考えます」という状況もあっ
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たりします。もちろんきちんとされているところもあるかとは思うんですけれども、リス

クマネジメントの観点からもう少しそこの部分の危機管理というのをきちんとされていか

れたほうがいいんじゃないかと思った点もありました。 

 最近、企業では「ビジネス・コンテニュー・プランニング」、ＢＣＰとかと言われて、事

業継続計画とかいうもので、いろいろなそういった災害リスクに関しても、クライシスマ

ネジメントというのがとられているかとは思うんですけれども、その一環でもこういった

ところがきちんとされていったほうが、都民としては安心ではないかなと考えています。 

【小泉部会長】  どうもありがとうございます。ＰＣＢ廃棄物の処理あるいは感染性廃

棄物の処理、いろいろそういった処理をするところが都内にも新しくできておりまして、

今みたいなお話があろうかと思いますが、その辺、いかがですか。 

【齊藤産業廃棄物対策課長】  まだなかなかリスクマネジメントというか、危機管理意

識というのがどこまで浸透しているのかというのが、ちょっと足りない部分があるかもし

れません。その辺の視点を少し織り込みながら、また周知徹底を図っていきたいと思いま

す。 

【小泉部会長】  そうですね。よろしくお願いしたいと思います。 

【岡本委員】  今のＰＣＢに関連して、私はちょっとそんなところをやっていた関係が

ありますので、今、リスクマネジメントができるような会社とか、それからしっかりした

会社のＰＣＢの問題というのはそんなに心配ないんじゃないかと思うんですけれども、ど

ちらかというと、先ほどおっしゃったような中小のというお話がありましたけれども、例

えば工場が破産をしてとか、解体しなければいけないとか、そういうところにあるＰＣＢ

とか、むしろそちらのほうがだれも管理しませんから。それこそ解体屋に安く出しちゃい

ますから、それの管理のほうが問題なんじゃないかと感じます。 

【小泉部会長】  崎田委員、お待たせしました。 

【崎田委員】  ＰＣＢ廃棄物のお話をされたときに、薗田委員が地震とか災害とおっし

ゃって、ふと思い出したんですけど、ちょっと話がずれていくんですが、やはり異常気象

が非常にはっきりしてきて、台風とか洪水とか、数日前の洪水もあるので、やはりそうい

う意味で予測できない廃棄物の発生とか、そういうようなことがどんどん起こってくる時

代になってきたんだろうなという感じがするんです。そういう意味で、そういうものに対

してどう対処するのかとか、そういうことに関しては、きっといろいろなご検討が内部で

されているとは思うんですが、そういうものも少し、いわゆる災害廃棄物に関してどうい
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う視点を持っているみたいなこともきちんと書いていくということはこれから必要なのか

もしれないという感じがしております。 

【小泉部会長】  ただいま崎田委員のお話にある、そういった災害廃棄物については、

大分前に震災があったときに、どのぐらい廃棄物が出るかということを検討した委員会が

ございました。神戸の震災では、がれきが２,０００万トン出たということですが、東京の

この近傍ですと、神奈川、東京、埼玉ですけど、千葉は入っていないんですが、８,０００

万トンという推計値もありまして、それは膨大な量ということになろうかと思います。 

 そういう意味でもそういった危機管理というか、あのアメリカでさえ、ハリケーンであ

あいう目になっておりますので、高潮の被害、集中豪雨による洪水、それから日本は地震

国ですので、そういった震災が起こったときのこと、その辺はやはりある程度どこかで検

討しなければいけないと、私も思っております。 

 なかなかこういった日本列島のようなところに住むというのは、台風は来るし、地震は

あるし、非常に大変なわけです。今後、こういう風土の中で、都市をどういうふうに将来

とも安全にやっていくのかというのは、非常に大変なことだとは思っています。 

 そのほか。 

【辰巳委員】  今、ＰＣＢのお話で、１７ページでちょっと気になって、リスクはもち

ろんすごく大事なんですけれども、リスクじゃなくて、平常運転しているときのこの処理

施設の適正な維持という、適正というのはどういう……。あまり具体的には知らないんで

すけれども、やっぱり処理の仕方で、高濃度のものなんかだと問題が起こると思うんです。

そこら辺に関しては、これは東京都がきちっと管理しているということなんでしょうか。

ちょっとどんなレベルの適正というのが……。すみません。 

【林田産業廃棄物技術担当課長】  ＰＣＢの処理施設につきましては、当初は環境事業

団という、国が管理している団体で、現在はそれが発展しまして、日本環境安全事業株式

会社という、株式会社なんですけれども、国の独立法人が設置する施設で運営することに

なっております。ただ運営に当たっては、その施設だけに任せないということもあります

ので……。 

【辰巳委員】  任せない。 

【林田産業廃棄物技術担当課長】  任せないということですね。 

【辰巳委員】  監視がちゃんとあるという。 

【林田産業廃棄物技術担当課長】  東京都はＰＣＢ廃棄物処理計画を都としてもつくっ
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ておりまして、施設の運営に当たって、万全を期すようにということで、条項を定めて報

告等をいただくようになっております。それとあわせて、地元の自治体のほうでも当然、

監視するということがあります。 

 それと、それにまたプラスということで施設の運営協定。これは大気汚染だとか、水と

か、実際はＰＣＢの漏洩、飛散というものが大気、水に影響を与えないということで、そ

の辺の基準を定めまして、規制値も定めて、測定の間隔とかそういうことを定めて規制す

るようになっております。ですから、施設といっても立派な施設で、そういうことを心配

していないんですけれども、そういう非常事態になったとしても、外部に漏れたりという

ことはない。 

 といいますのは、二重三重に保護しておりますので、内部でＰＣＢが漏れても、それが

すぐに出ないように、途中にフィルターをつけて、ＰＣＢの漏洩を防止するとか、漏洩す

るにしてもその施設で漏れても、さらにその周りの床を全部しみ込まないようにして、Ｐ

ＣＢだけを別途回収するという施設にしていますので。 

【辰巳委員】  伺いたかったのは、やっぱりこれは東京都の中にあって、東京都の中だ

けじゃなくて、よそからも持ってきて処理するようになっていますよね。それで、やっぱ

りみんなが気にするような施設だろうと思いますので、今後の運営として、企業体なので

ちょっと難しいのかな。ただやっぱり情報公開というところ辺を安心させるというか。だ

から、つい立派な施設があって、そこへ危険なものはみんな持っていけば、それでもう危

険なものがなくなって、安心だというふうに思うんじゃなくて、やっぱりそこら辺で安心

させるだけの外へ向けての情報の公開とかそういうのはあってほしいなと思ったりしてい

るんです。 

【林田産業廃棄物技術担当課長】  情報公開も……。 

【辰巳委員】  大丈夫ですよね。 

【林田産業廃棄物技術担当課長】  大丈夫です。 

【辰巳委員】  わかりました。 

【林田産業廃棄物技術担当課長】  やっております。 

【辰巳委員】  わかりました。それだけ確認したかっただけなんです。 

【渡邉委員】  今、一廃の話が少し多かったですが、１６ページの東京都の廃棄物対策

課で最も専管事項になっている１６ページのところに焦点を移して若干話をしたい。その

前に今あったことに関係することですが、実はちょうど今を去ること１年前、去年の９月、
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大阪府の能勢町というところがあります。豊能郡美化センターといって、清掃工場で高濃

度のダイオキシンを出して、土地の所有者と組合でえらい問題になったことがあります。

能勢町と言ってもわからないけれども、島田紳助さんの住宅のあるところです。 

 ところで、その話の中で、ちょうど去年の９月ごろ和解して、クボタで汚染物を処理す

ることがあって、その際にクボタが東京都の――東京都というのは都でなく東京都外の、

多分ここに書いてあるところの処理工場だと思うんですが、そこに持ってくるということ

で話が一たん合意をしたんだけれども、どうもその高濃度のものはうちでやるとやばいと、

今、辰巳委員が言ったように、品川区の周りの自治体から反対が出て、根回しを踏んでい

るというところまでの情報を私は確認したんですが、その後、東京都でよそから危険だと

言われたものを持ち込んで処理して、例えば本件の事案でもいいし、そのほかのことでも

いいんですけれども、そういう処理していることがあるかどうかを教えてほしいんですが。

えらい高濃度のものがあったんですね。 

【中村計画課長】  今、お話に出ました能勢町の関係はこのＰＣＢ施設ではございませ

ん。 

【渡邉委員】  そうですか。それはオーケーになったんですか。処理はしたんですか。 

【中村計画課長】  まだ現地で処理が始まっておりませんので。 

【渡邉委員】  こちらには来ないんですか。 

【中村計画課長】  はい、まだ何とも。 

【渡邉委員】  わかりました。 

 今度は産廃のいよいよ本論ですけれども、１６ページの事務局にちょっと教えてほしい

んですが、運搬の受託料、それから保管場所ごとの保管料、処分受託料、それから処分後

の持ち出し料とかということをチェックしていくんだということになりましたけれども、

現実問題、こういった立ち入り検査でそういうことをやっていますか。 

 というのは、実は私は前から思っているんですが、物量とあわせて、会社の帳簿の中に

全部載っているわけですから、物量と帳簿を組み合わせた調査が効果的だということを思

っているわけです。せんだって、事務局からお話をお聞きしたときには、警察の方も産廃

Ｇメンの中に今度は入っているんだと聞いたのですが、企業の帳簿や伝票や、その物量の

計算をして、そういう中身の不正に迫るというような感じの、つまり財務的な分析手法が

有効だとされているんですけれども、東京都においても、そういった分析手法が進んでい

るんでしょうか、教えてもらいたいと思ったんですが。 
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【齊藤産業廃棄物対策課長】  まずこの１６ページで言うと、例えば運搬や処分の受託

量ですとか、処分後の持出量だとか、そういうものを処理業者さんから報告してもらうん

ですけれども、既に立ち入り検査等も行い、あるいは毎年実績報告書も出してもらってい

ますので、それについては今まで適正な指導が行われていると認識しております。 

 それから産廃Ｇメンで財務的な分析手法がどこまで進んでいるのかということなんです

けれども、これまでも必要に応じてそういった指導は行われております。 

【小泉部会長】  それでは時間の関係もございますので、いろいろご議論いただいてま

いりました。それで、不法抜き取りのお話ですとか、あるいは不法投棄のお話は出なかっ

たんですが、そういった負のほうの話と置きかえて、将来的には廃棄物あるいはリサイク

ル関連ビジネスが健全に発展していかないといけないと、私はかねがね思っております。

今までは動脈産業できましたが、これからはやっぱり静脈産業といった時代が来ているわ

けですね。そういうことでその辺も含めて、どうしたらリサイクル関連ビジネスがうまく

発展していくのか、その辺も少し考えていくというのが大事ではなかろうかと思っており

ます。 

 崎田委員、どうぞ。 

【崎田委員】  今の先生のお話、私も大変重要なところだと思っています。１６ページ

のこの図を見ていて思うんですけれども、ほんとうに１６ページとその前のデータで、小

規模の不法投棄がやはり続いているというお話で、そういうようなものをほんとうに厳し

く取り締まるとともに、やはりできるだけきちんと排出事業者の方が優良というか、きち

んとした事業者に、きちんとした適性価格で仕事をお願いしていくという流れをちゃんと

つくっていくということが大変重要だと思っています。 

 それで、実はこの下のほうに健全な廃棄物・リサイクル関連ビジネスが発展していくこ

とが不可欠と書いてありますけれども、ほんとうにそのとおりで、いろいろな方とお話を

する中で、まじめにやっていらっしゃる産業廃棄物処理事業者の方はほんとうに仕事にプ

ライドを持ってやるのに必死になっていらっしゃるということがありまして、じゃ、そう

いう人たちはどういう会社なのか、どんなふうな仕事をしているのかという情報がもっと

出ていったほうがいいと思うんです。 

 ちょっと私は質問をしたいと思うんですが、やはりそういうことがあって、先日、優良

事業者の認定制度というんですか、そういう方法を自治体がとるということもあるという

提案が出たはずなんですけれども、あまりその仕組みはなかなか実施が広がらないという
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ふうに理解しているんです。それで、許可を出すところがいいよと言うこともきっと難し

いんだと思うんですけれども、それならば、例えば全く違う組織を立ち上げて、優良事業

者を表彰というか、何かそのための団体をどこかに認定をして、その団体がきちんと優良

事業者を認定してくださるとか、何かそういう少し絡め手のやり方はないんだろうかとか

思っていますので、ちょっとそういうことに関して、いろいろお考えを伺いたいなと思っ

ています。 

【小泉部会長】  どうもありがとうございます。 

【齊藤産業廃棄物対策課長】  今の国の優良評価制度とどういうふうにやって、この報

告・公表制度に結びつけていくのかという課題がございます。東京都は平成１０年からエ

コトライ協定を制度として立ち上げて、優良な事業者さんを都民あるいは内外にＰＲして

いくということも行っておりますので、今、お話があったように、ほんとうにきちんとし

た形の仕事をされている事業者さんがもっと評価をされるということが大切だと思ってお

ります。 

 当面、私どもは報告・公表制度の定着に全力を尽くしていきたいと思っておりますが、

そのエコトライ協定、それから国の優良評価制度、この報告・公表制度の３つの制度の関

係をできるだけ早いうちに整理をして、事業者の皆さんのインセンティブがきちんと働く

ような形の仕組みづくりをしていきたいと思っております。 

【辰巳委員】  １５ページに産廃業者の行政処分件数というのがありまして、非常にこ

このところ、えらい伸びていますね。こういう事業者ってあまりよくわからないんですけ

れども、１回取り消されても、また違うところで雨後のたけのこのようにぽこっと出てく

るんじゃないかなと、ちょっとイメージとして思っているんです。 

 これは処分ですけれども、新しくそのかわりにまた申請する人もあると思うんですけれ

ども、その申請数というもの、あるいは現在の登録数とか、その母数のような感じのもの

に対してのこの比率をちょっと見たいと思います。今でなくて結構なんですけれども。大

体悪いことをする人って、捕まっても平気で、そこでちょっと処分されたら、また違う顔

をしてこっちを向いて、同じようなことをまたやってとかっていうことをしながら太って

いるという人もいらっしゃるんじゃないかと思って、そこら辺もちょっと見えないと、こ

の数値だけだと随分頑張っているなと見えちゃうだけなんです。 

【渡邉委員】  今のことに関連して。 

【小泉部会長】  関連ですか。どうぞ。 
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【渡邉委員】  全く辰巳委員がおっしゃっているのは、世の中の世相の実態でありまし

て、例えばほおに傷のある団体の人なんていうのは、絶対に表に出てこないようになって

いると。会社の社長とか何かには自分の子分の子分みたいな人を持ってきて役員につけて

つくると。だから真っさらだから、前科のない人を立てるから、会社は立ち上げになるん

です。彼らもずうっとそこに置いておけません。会社をつくるときだけ置いて、すぐ移し

ちゃうんです。ですから、ちょっときちんと適正な業者選定をしてやっていますという話

が回っているから、そうだろうなと思う半面、現実にそういう人がいるということです。 

 だから、やっぱり私らみたいな仕事をしていると、いろいろな人と交わりがあるもので、

聞くと、そういうのが実態です。ですから、組長とか何か幹部にもなっている人なんか役

員に全然出てこないですよ。ですから、今後はそういう人も会社の立ち上げの段階で入ら

ないような仕組みというのが必要なのだろうなと。だから、私はそういうことに関連して

申し上げると、会社の役員になっても、設立になったときだけじゃなくて、常時そこにい

るような仕組みになっていないとだめとか。だって住民票をすぐ移しちゃうんですから。

そういうことが必要だと思います。 

 それからこれは将来の課題で話をすることでしょうけれども、産廃業者にも他県業者が

多いんですね。営業保障というのを積み立ててもらって、それが没収になるような――預

かり金をとっていてですよ。何か迷惑をかけたら、そのときにそのお金を充てるとかいう

ような仕組みをとらないと、そしてまたその営業保証金で職業の自由が奪われるというの

であれば、そのための基金をつくった団体で保障するとかという制度があるわけですから、

類似の別な業界のそういったものがありますので、産廃業者にも営業保証金を積み立てて

運用をしていくような形とかいうものをやっていったほうがいいのではないかなと思って

います。 

【小泉部会長】  どうもありがとうございます。先ほど辰巳委員から母数の話が出まし

たけれども、今お答えできます？ お願いします。 

【齊藤産業廃棄物対策課長】  今、許可を受けている業者というのは大体都内で１万社

ありまして、今回、これで７１件でございますので、ざっくりと捉えれば０.７％ぐらいと

いうことで、数字的にはそんなに多いものではありません。私どもは一度許可を取り消す

と、その会社は５年間申請できないことになっているんですけれども、実際はいろいろな

形で営業許可をとるとか、様々な方法が行われている事実はございますけれども、私ども

はできるだけ厳正な審査をして、脱法行為みたいなものが行われないように、それは現在
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でもやっております。 

 ただ、どこまで踏み込んでいくのかというのは一応憲法問題とかにいろいろ触れる部分

もありますが、ただ、今いろいろご指摘がございましたように、審査についてはもっと徹

底していきたいと思っております。 

【野村委員】  １５ページのまさしく今の話題の話なんですが、この表で見ますと、平

成１５年度と平成１６年度は平成１６年度はほぼ倍増しておりますね。これの要因のとこ

ろにどういう手を打ってこうなったのか、また何となくこうなっちゃったのか、おそらく

分析されているのではないかと思うんですけれども、この差がきっと最近の傾向ではない

かと思うんですが、その辺はいかがでございましょうか。 

【齊藤産業廃棄物対策課長】  １つには法律の改正がなされて、規制が厳しくなったと

いうこともございますが、都も産廃Ｇメンをはじめとして、体制を強化する仕組みづくり

を行い、毅然と対処してきたという一つの姿勢のあらわれでもあると認識してございます。 

【野村委員】  そうしますと、この傾向がどんどん、平成１７年度もまた同じぐらいの

確率で伸びていくといいますか、そんなことなんでしょうか。 

【齊藤産業廃棄物対策課長】  国とも一緒になって今の一つの流れでございますので、

規制をもっと厳しくして、その結果、処分をせざるを得ない件数が増えてしまうというの

はちょっと私どもは残念なことですが、やっぱりスタンスとしては不適正処理を防止する

ような仕組みをつくると同時に、規制を強化をしていくという流れは変えないでやってい

きたいと思っております。 

【野村委員】  最後にもう一回。７１件で、この中で一番パイが大きいのはどういう内

容の処分なんでしょうか。 

【齊藤産業廃棄物対策課長】  委託基準に反するとか、あるいはマニフェストの虚偽記

載ですとか、そういうものが多く見られます。 

【野村委員】  そうですか。わかりました。 

【小泉部会長】  時間も大分押しておりますので、少し審議の３にもう入っているわけ

ですが、今後の計画の重点をどういうところに置くべきかという議論も少し進めないとい

けませんので、その辺に入っていきたいと思います。辰巳委員、どうぞ。 

【辰巳委員】  ちょっとだけ。産廃の業者のつながりなんですけれども、１万社分の全

部が優良事業者認定を受けているわけではないですよね。全部認定を受けないと事業をで

きない。すみません。 
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【齊藤産業廃棄物対策課長】  私どもが許可を出しているのが１万社でして、例えばエ

コトライ協定を結んでいる事業者さんは処分業が７０社、収集運搬業が約９０社ございま

す。 

【辰巳委員】  そんなに少ない。 

【齊藤産業廃棄物対策課長】  これは、あくまでも協定という形式をとっておりまして、

全部が全部の事業者ではないので、ちょっと絞られてはいるんです。 

【辰巳委員】  わかりました。すみません。 

【崎田委員】  個別の意見を１つだけ。５番の有害廃棄物管理の１７ページのところな

んですが、ここにはＰＣＢのことだけ書いてあるんですけれども、ほかにも医療系廃棄物

の中では注射針の回収とか、そういうふうに書いてあったんですが、私はもう少しここの

ところ、化学品に関する表示の徹底とか、そういうことが世界的に進んできて管理が徹底

されてきて、日本もこれからかなりその辺が変わってきて、実はこういうどくろのマーク

とか、いろいろとお魚さんが死ぬマークとか、これは国連勧告として出ているわけですけ

れども、塗料とかさまざまな化学品を使ったような製品とか、その物の輸送に関してこう

いう表示をつくるという国連勧告のもとに、日本も２００８年までには業界が完了するよ

うにということで今、いろいろ準備が進んでいるんですが、こういうものが社会に出回る

と、やはり化学品に関する処理の仕方が徹底しているかどうかということに関しても非常

に関心が高まってくると思うんです。もちろん、それをやる主体は、私は産業界だと思っ

ているんですけれども、そういうことが必要だということをある程度言っておくことは大

事なんじゃないかなと思っています。 

【小泉部会長】  どうもありがとうございます。 

 先ほど最初に出ましたように、５年間の計画期間でやる内容と、それから循環型社会に

向けて、中長期的に、あるいはもうちょっと長い年次かもしれませんけれども、そういう

中で取り組んでいくべき課題と２つあると思うんですけど、その辺で何かご意見をいただ

けますでしょうか。 

【岡本委員】  今の短期間の話と長期間の話とありましたけれども、それに関連して、

環境関係についてはドイツはじめ北ヨーロッパですか、あちらのほうは大変進んでいると

一般に言われています。ほんとうかどうか、いいところだけ言われているのかもしれませ

ん。それからもちろん東京都の場合は違う事情があるのかもしれません。その中で特に長

期的なほうの話ですけれども、マインドの話もしくは教育の話というのは長期的な問題だ
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と思いますけれども、その辺は何か先進国に学ぶべきところがあるんじゃないだろうか。

その辺のところは東京都は別ですよ、特殊事情があるんですよということではないのかな

という気がするんですけれども、私はこの会議は２回目ですから、既に先にそういうこと

が議論されていれば結構ですけれども、もし議論されていないとすると、その辺のところ

をどこがよかった、それでほんとうに進んでいるんだろうかということを一度検討してみ

てはどうかなと思います。 

【小泉部会長】  逆に、ここが先進国にならなきゃいけないんですけどね。いろいろな

情報を得ながら進めていきたいと思います。そのほかいかがでしょうか。短期でも中期で

も長期でも結構です。 

【崎田委員】  ちょっと今まであまり出なかった中長期的な視点の中で、今、環境教育

とか、その普及・啓発とか、そういうお話が出ました。それももちろん、すごく大事なこ

とで絶対押さえなきゃいけないと思っています。もう一つ、アジアとの連携というか、国

際資源循環というようなことも日本各地でそれぞれの自治体から直接契約されてアジアの

国に資源が回っていくということも実際に起こっていますので、今、ようやく国のいろい

ろな省庁のアジアとの資源循環というのが議論になっていますけれども、こういう自治体

から直接行くというのもすごく増えていますので、少しアジアとの資源循環とか、そうい

う視点も少し入ってもいいのではないかなという感じがいたします。 

【小泉部会長】  ありがとうございます。特に資源ごみの抜き取りのような話は、そう

いうことがなければ、本来なら抜かれなかったんでしょうけれども、非常に需要が高まっ

ているので、そういうことが起こってくるんだろうと思いますし、今のご意見等も参考に

しながら、少し進めていきたいと思います。 

 そのほかいかがでしょうか。 

【渡邉委員】  私が先ほど申し上げた環境基本問題懇談会の中では、２１世紀の環境行

政の中で、これからは環境管理のストック化という言葉がその立法との――ここにないで

す。私が持っているだけで。 

 ５ページに書いてありますね。環境問題基本懇談会というのがあったんですよ。そこに

出ているので環境管理のストック化ということが言われています。それから環境省ではな

いんですが、経産省の委託研究事業で、環境をよくするのにストック型社会という言葉が

登場してきますね。循環型社会の先を行く発想だということで出ていますけれども、必ず

しも十分に私も吟味してはいないんですけれども、そういうことで、ただそれを見ると、
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大量生産、大量消費型の形のものから、物を大事にし、長く使う、あるいは管理をきちん

として使うと。リサイクルの発想やいろいろ物をごみ化しないで利用していくという発想

を指しているんだと思うんですが、ストック型社会ということも言われてきています。で

すから、今後の話の中では、そういったことも国の懇談会で取り上げているぐらいですか

ら、やっぱり我々も議論していったほうがいいのではないかなと思っています。 

【辰巳委員】  私もまさにそれが言いたかったんです。建築の廃棄物というのはとても

多くて、常々日本の建築物は個人だと２６年とか、それからビルでも最高でも６０年です

という言い方をされていて、先ほどおっしゃったヨーロッパの例なんていうのは、ヨーロ

ッパが石で特殊かもしれませんけれども、やっぱり２００年でも住むんだという覚悟で、

皆さん、中をうまくやりながら住んでいるとかという、長期使用ということが特に建築に

関しては廃棄物を減らす方向なんだろうと思います。 

 今は結構、そういう意味ではそういうのを見据えて、１００年間の保障をつけますとか

いう形で販売しているうちもありますね。だからそういう意味では、やっぱりそういう方

向に行かなきゃいけないなというのはすごく思っていますし、長期的なところではやっぱ

りまず建造物の長期使用というのはとても重要だなと。何かそれをサポートできる方策を

考えていかなければいけないのかなと思っています。 

【小泉部会長】  ありがとうございます。そのほかいかがでしょうか。 

【渡邉委員】  同じく１６ページの一番下のところの健全な廃棄物・リサイクル関連ビ

ジネスということに関連して、２つのことをお話ししたいと思います。１つは今、こうい

った水銀の蛍光灯がございますよね。この中には水銀が微量だけど入っていますよね。こ

ういったことから、これはそのまま廃棄すれば、水銀が入っているまま処理場に持ってい

かれるということから、一部の企業にあっては、この蛍光灯を売るんじゃなくて、蛍光灯

を貸すというか、品物を保留したままするという発想。だから、物は自分のところに返し

てもらうと。そうすると、必ず返ってくるものですから、自分のところでまた修理し、だ

めなところだけリサイクルをすればまた使えると。そしてまた商品化できるということで、

物を大切にしていくということで、これがビジネス化なっているように聞いています。会

社の名前を言うとすれば、松下さんだと思います。私は松下から給料をもらっていないか

らね。 

 それからもう一つ、辰巳委員が先ほど言ったことに関連するんですが、厨房器具に限ら

ず、いろいろなまだ使えるものが大量に破棄されているという実態があります。この中で
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一方、巨大なＮＰＯを、リサイクルセンターみたいなものを立ち上げて、そこでだめなも

のを利用するセンターをつくってはどうかということを東京で提案したらどうかと。あわ

せて、その労働者の雇用に、だめになった人、ニートの人を活用するとか、そこに来ても

らうとか、あるいは立派な技術を持っているけれども、あと会社でだめよと言われたけれ

ども、いろいろな個別分野では何ぼも機械を直せたりできる方はたくさんいますよね。そ

れから磨けばまたもとに戻る、そして利用できるものとか、そういった技術をたくさん持

っている高齢者が、６０だと言われただけで社会から仕事をもらえないという方もたくさ

んいます。ですから、そういう方と連携していくことができれば、環境が発信する大きな

ビジネスモデルになっていくのではないかということを思っています。 

 経産省ではなくて環境省というか、環境管理の役所でそれをやっていくというところに

意味があるのではないかと思っているので、ちょっと申し上げました。 

【小泉部会長】  ありがとうございました。 

 いろいろご意見をきょうはいただきましたが、第１回目ということで、ブレーンストー

ミグ的な意味合いも含めていたと私は思っております。いろいろ本日の議論を踏まえまし

て、次回の部会では課題のまとめと、新たな廃棄物処理計画の基本理念のあり方などをご

議論いただきたいと思っております。 

 事務局では本日の審議でご発言いただいた内容とともに、本日はかなり欠席の委員もご

ざいましたので、できるだけ欠席の委員からのご意見もいただいて、課題の整理を行うよ

うお願いいたします。 

 時間も大分迫ってまいりましたが、ほかに何かございますでしょうか。 

【薗田委員】  先ほど岡本委員がおっしゃった先進国、もちろん日本も先進国なんです

が、いわゆる再資源化先進国どまりです。今でも環境先進国の事例の研究はいろいろされ

ているかとは思うんですけれども、例えばスウェーデンの場合は、１９９６年に２０２１

年のスウェーデンがどんなに持続可能であるべきかというビジョンをつくられています。

実際にその中でいろいろな内容についてバックキャスティングという考え方で、２０２１

年に理想的なサステナブルな社会をつくっていくためにはどうすればいいのかというとこ

ろから、実際に５年後にはどういうふうにしていこう、１０年後にはどういうふうにして

いこうという計画を立てられたというお話を聞いたことがあります。 

 実際、ごみの問題だけではなく、ほんとうに地球全体のキャパシティーといいますか、

このままエネルギーであったり、資源であったりを使い続けることはもうおそらく持続不
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可能であるということは、何となく世界の皆さんも感じていらっしゃると思うんですけれ

ども、そういう部分から考えて、じゃ、日本がどういうふうにするべきか。ごみを処理す

る場所がもうありませんからとか、お金が大変ですからという発想ではなくて、実際に資

源とかエネルギーというのを今後次世代の子供たちにも使い続けてもらうためにはどうい

う形でしていけばいいのかという、長期的なイメージを持つことが重要です。そこから５

年先の目標というのを定めていかれたほうが、今後例えばそれを市民に発信していくとき

にも、単にごみを減らしましょう、じゃなくて、資源というものをどう活用していくのか。 

 もしかしたら今、皆さんがごみと言っているものは「ごみ」という感覚ではなく、「資源」

なんです。資源として有効に使い続けていくためにはどうすればいいのかというアプロー

チをしていったほうが、意外と皆さんからもいろいろな発想も出てくると思いますし、お

そらく仕組みづくりもいろいろな形で進むんじゃないかなと思います。もしよろしければ、

そのスウェーデンの資料を持っておりますので、次回までにお届けして、皆さんのほうに

もお配りできるかと思います。 

 あとはニュージーランドもたしか２０２０年にゼロエミッションということで、国民挙

げて、ニュージーランドのごみをゼロにしようという計画をつくったという話も聞いてい

ます。多分それも探したら資料があるかと思いますので、少し参考になればとは思います。 

【小泉部会長】  どうもありがとうございます。それでは、そういった情報も踏まえな

がら進めてまいりたいと思います。 

 それから先ほど崎田委員からお話がありましたアジアとの関連という視点も、東京都だ

けで存在するわけではないと思いますので、そういったことも踏まえながら、今後進めて

まいりたいと思います。 

 ほか、よろしいでしょうか。ないようであれば、本日の部会はこれで終了させていただ

きたいと思います。 

【渡邉委員】  １つ申し上げます。我々は今後、いろいろな対策を考えてやっていくこ

とになると思うんですが、対策を講じるに当たっては、だれがどのような負担をするのか

という費用負担のルールをきちんと決めて、そこも議論していくべき必要があるだろうと

思います。とかく、対策だ、対策だと言って、それをだれがどのように負担するのかと。

またいかほど負担するのかということがないと、それでもって決めた合意なんていうのは、

対策を社会的な合意を得るのには不可能だと。ですから、費用負担についても、ある程度

きちんと業者負担するんだ、一般納税者が負担するんだというようなこととか、いろいろ
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なことを含めて、費用負担のルールということについても、認識してかかる必要があるだ

ろうと私は思っております。 

【小泉部会長】  ありがとうございます。最初のほうにも出ておりました１人当たりの

トン当たりの処理コストといったこともありましたし、そういった今のご意見のような費

用負担をどうしたらいいかとか、そういったことも入ってくると思いますので、ぜひよろ

しくお願いしたいと思います。 

 それでは事務局から何か連絡事項がございますでしょうか。 

【中村計画課長】  ２つございます。まず１つ目でございますけど、次回の部会の日程

でございます。１０月４日火曜日、午後３時からを予定させていただいております。場所

はここは第１本庁舎の南側でございますが、今度は北側の３３階のＮ６会議室でございま

す。改めてまたご案内をさせていただきます。 

 それから２つ目でございますけれども、前回の総会の議事録でございますけれども、委

員の皆様方には前回総会の議事録を既に送付しておりますけれども、修正の有無について

事務局にまだご連絡をいただいていない方はご一報くださるよう、お願いいたします。 

 なおご確認させていただいた後の議事録につきましては、インターネットのホームペー

ジ上で公開したいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

 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。それではこれをもちまして、第１回

計画部会を閉会いたします。本日はありがとうございました。 

 

―― 了 ―― 


