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東京都廃棄物審議会 第２回計画部会 

平成１７年１０月４日 

 

 

【小泉部会長】  それでは第２回計画部会をこれから開催したいと思います。本日はお

忙しい中、お集まりいただきましてまことにありがとうございました。 

 それでは、審議に先立ちまして、事務局から確認事項をお願いいたします。 

【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。黒川委員、北

村委員につきましては本日、都合によりご欠席と承っております。また、安井委員、崎田

委員、薗田委員につきましては途中からご出席をいただけるとご連絡を承っております。

ただいまご出席の数が９名ということで、部会委員総数１４名の過半数に達しております

ので、定足数を満たしていることをご報告させていただきます。 

 続きましてお手元の資料を確認させていただきます。会議次第、それから座席表、委員

名簿が１枚ずつでございます。それから資料集はとじてございます。別添資料はＡ３でご

ざいますけれども、１枚ございます。別添の参考資料としてとじたものが１部ということ

でございます。日程調整表、次回のものでございますけれども、お配りさせていただいて

おります。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。資料等、よろしいでしょうか。 

 それでは、これより本日の議事に入りたいと思います。本日は第２回ということで、議

題は東京都廃棄物処理計画の課題のまとめと、基本理念というこの２点について、これか

ら審議していただければと思います。 

 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】  それでは、まず別添資料でＡ３の資料をつけてございます、これで

ございます。これは前回、現状と課題というご議論をいただきまして、また、欠席された

委員の方からもご意見をいただいて、今回の資料をまとめたものでございまして、新たな

廃棄物処理計画の体系イメージという形でお示しさせていただいたものでございます。こ

の案を後ほどご説明いたします資料の１、２、３と見比べながら見ていただければという

ことでございます。 
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 前回は主要課題のところ、下のところの左側の３つをご議論いただいたということで、

私どものほうで３つの視点で６つの課題にまとめてございます。この課題につきましては

後ほど細かくご説明させていただきますけれども、「発生抑制・リサイクルの促進」、それ

から「廃棄物処理・リサイクルに係る環境リスクの軽減」、「健全な廃棄物処理・リサイク

ルビジネスの発展」という３つにまとめさせていただいております。その中で課題を、「発

生抑制・リサイクルの促進」の中では３つ、それから「環境リスクの軽減」では２つ、そ

れから「リサイクルビジネスの発展」につきましては１つという形でまとめさせていただ

いております。また、前回ご議論いただいた計画期間５年と中長期的な課題もあるだろう

というお話もございましたので、それぞれの課題について計画期間内のものなのか、ある

いは中長期的なものも含めた課題なのかということも整理をさせていただいております。 

 それから、上のほうの基本理念は、きょうの後半でご議論いただくところでございます

けれども、基本理念と理念に至る視点のところを、きょう事務局案という形を出させてい

ただいております。 

 それから、主要課題の右側のところでございますけれども、いろいろご議論がありまし

たが、役割分担についても現状の考え方をお示しさせていただこうということで、これも

後で資料をつけてございます。 

 それでは、このＡ３の別添資料と、ほかの資料を見比べていただきながらご説明をさせ

ていただきます。 

 まず、資料集でございます。廃棄物審議会計画部会（第２回）と書いてございます資料

のところでございます。きょうご議論いただきます論点が２つございます。１つは課題の

整理、前回ご議論いただいたものを私どものほうで、粗々でございますけれども整理させ

ていただきましたので、これについてご確認をいただくということでございます。先ほど

申し上げましたように、計画期間５年間の課題と中長期的な課題に分けて整理をさせてい

ただいております。そこの６つの課題に分けているという形でございます。 

 論点２は計画の基本理念ということで、基本理念は前回と同様の循環型社会への変革と

仮置きしてございますけれども、そこに至る視点について、そこに２点書いてございます

けれども、事務局案として出させていただいております。 

 １枚お開きいただきたいと存じます。これもいろいろご議論があったんですけれども、

とりあえずということでございますけれども、現行計画に沿った都と区市町村が果たすべ

き役割の分担。もちろん役割の分担は事業者なり都民なりの役割分担がございますけれど
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も、都と区市町村の関係が大分ご議論がありましたので、現在の私どもの基本的な考え方

をここにお示しさせていただいておるというところでございます。区市町村と都は地方自

治法上対等の関係でございます。区市町村は基礎的自治体、私どもは広域的な仕事を行う

自治体という形でございます。 

 区市町村の主な仕事でございますけれども、みずからの責任のもとに一般廃棄物の処理

をするというのが１つでございます。もう１つは一般廃棄物の減量なりリサイクルの推進

も区市町村の仕事だということでございます。 

 私ども広域自治体としての都としての役割でございますけれども、産業廃棄物は事業者

責任において処理されますけれども、それの適正処理の確保が１つ私どもの仕事でござい

ます。それからもう１つは、区市町村の廃棄物処理に関する技術的支援をするのが都の役

目だということでございます。それからもう１つ、都民、事業者等と連携した新しい循環

システム構築のコーディネート、これは別に一廃、産廃に限らずということでございます。

それからもう１つは、広域自治体として周辺自治体との連携した広域的な指導等の実施、

あるいは広域的な制度の構築、この辺が私どもの仕事だと現在認識しているところでござ

います。これをもとに少し課題をまとめさせていただいたということでございます。 

 続きまして、資料２の主要課題の整理でございますけれども、参考資料をお付けしてご

ざいます。これは審議会の７月２９日の総会のときにお示ししたものでございまして、現

行計画の計画目標の進捗状況についてご説明させていただいたものでございます。これと

の対比で見ていただいたほうがわかりやすいのではないかということで、資料２とこの参

考資料を見比べていただきながら説明をさせていただきます。 

 まず、参考資料のほうの計画目標１でございますけれども、発生抑制、リサイクルを推

進し、最終処分量を削減するという目標でございまして、まだ１７年度のデータが出てま

せんので、最終的な目標まで至っておりませんけれども、この間ご説明いたしましたよう

に、一般廃棄物につきましてはそこの図の下のところでございますけれども、埋め立て処

分量はほぼ計画値どおり削減できる見込みであるということでございます。 

 ただ、そこの２つ目の丸にございますように、今後プラスチックの３Ｒを推進すること

によって、さらなる削減が必要ではないかということでございます。プラスチック以外も

含めますと、資料２の主要課題の１にございます廃棄物の発生抑制の促進というのは、ま

だ引き続き課題としてあるのではないかということでお示しさせていただいております。

それから、廃プラスチックにつきましては、これは一般廃棄物の廃プラスチックですけれ
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ども、これについても更なる削減をするにはリサイクルが１つの課題になるということで、

主要課題の２のほうに入れているという形でございます。 

 続きまして、参考資料の２ページでございます。参考資料の２ページは産業廃棄物の関

係でございますけれども、建設廃棄物のリサイクルが進みまして、コンクリートとかアス

ファルトの最終処分量が削減されております。そこにございますように、最終処分量は少

しでこぼこはございますけれども、減ってきているという形でございます。ただ、上の２

つ目の丸にございますように、産業廃棄物系のプラスチックの３Ｒの推進が一つ必要だと

いうこと、それから建設泥土につきましても有効利用を促進して、両方あわせて埋立処分

量の削減が必要ということが前回の計画目標の進捗状況でございますので、産業廃棄物系

の廃プラスチックにつきましては、今回の資料２の主要課題の２のほうに一廃、産廃かか

わらず廃プラスチックという形でまとめさせていただいております。また、建設泥土につ

きましては、主要課題の３のほうに課題を入れさせていただいているという形でございま

す。 

 続きまして、参考資料の計画目標の２でございます。これにつきましては、主に施設の

整備状況でございますけれども、特に２つ目と３つ目の丸でございますけれども、感染性

廃棄物、あるいはＰＣＢ廃棄物につきましては、施設の整備ができるということではござ

いますけれども、さらにこれから先、確実な処理が必要であるということもございまして、

主要課題の５のほうに有害廃棄物等に対する管理の徹底という形で主要課題に入れてござ

います。 

 続きまして、参考資料の５ページでございます。不法投棄などの不適正処理の撲滅とい

うことでございます。これもここにございますように、さまざまな取り組みを進めており

ます。また、本年９月から前回の審議会でご審議いただきまして答申いただきました産業

廃棄物の報告・公表制度につきましてもスタートしてございます。そういうことはござい

ますけれども、最後にございますように、不法投棄は小規模化してきており、この傾向を

踏まえた対策がさらに必要だろうという課題が残っておりますので、これにつきましては

主要課題の４に入れてございます。 

 続きまして、参考資料の７ページでございます。ここも有害廃棄物の適正管理、適正処

理の体制を整備というところで、これも先ほどご説明したようにＰＣＢと医療廃棄物の関

係は進めておりますけれども、まだ課題が残るということで、主要課題の５に残している

という形でございます。 



 -5-

 それから、計画目標５につきましては、これはさまざまな取組を、そこにございますよ

うに、家庭系パソコンのリサイクルとか在宅医療廃棄物の回収事業とか、そういう形でさ

まざまな主体と連携させていただきながら取組を進めているというところでございます。 

 それで、資料２の主要課題のほうを見ていただければと思いますけれども、先ほど申し

上げましたように、現行計画での進捗状況を踏まえて残されている課題、それから５年た

ちましたので、現在表れている課題という形で前回ご議論をお願いしておりまして、前回

のご意見、あるいは欠席された委員からのヒアリングをもとに主要課題をまとめさせてい

ただいたものでございます。これは今後の議論、施策の方向性の議論とかかわりあると思

いますので、それも踏まえましてさらにブラッシュアップをさせていただくということで、

本日は骨格だけを示させていただいているという形でございます。 

 中身でございますけれども、主要課題１は、廃棄物の発生抑制の促進ということで、こ

れは計画期間５年間よりも、むしろというか、先まで見据えた施策が必要だろうというこ

とで、課題としては計画期間内と中長期的な課題という形でまとめさせていただいており

ます。１つは生産や消費活動のあり方を発生抑制が進展する方向に変革していくんだとい

う課題でございます。 

 主要課題２でございますけれども、これは計画期間５年間で頑張ってみようという課題

でございまして、廃プラスチック、一般廃棄物、産業廃棄物ともに依然多くが埋立処分さ

れているということでございますので、埋立処分量をゼロに近づけていくことを目指すと

いう課題でございます。 

 ３つ目が建設泥土の有効利用の促進ということでございまして、これも計画期間５年間

の課題とさせていただいております。現在まだ多くが埋め立て処分されている実態にある

ために、有効活用が図れるような必要な条件整備を行っていくという課題でございます。 

 続きまして、４ページ目でございますけれども、主要課題４は不適正処理の防止でござ

います。これは第１回目の部会、あるいは総会でもお示しさせていただきましたけれども、

不法投棄の総量は減少傾向にあるものの、件数はなかなか減っていないということで、小

規模化している不法投棄の現状を踏まえた未然防止策が必要だという課題でございます。

これも計画期間５年間の課題としてございます。 

 それから、有害廃棄物に対する管理の徹底でございますけれども、先ほど申し上げまし

たように、ＰＣＢ、あるいは感染性医療廃棄物の処理施設ができ上がりつつありますけれ

ども、適正な処理が確実に行われるよう必要な監視指導等を行っていく必要があるという
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課題でございます。 

 それから主要課題６は新たに目指した課題でございますけれども、前回もご説明しまし

た廃棄物・リサイクルビジネスの健全な発展の促進でございます。廃棄物・リサイクル関

連技術が社会から十分な理解や評価を受けて、健全に発展していくよう誘導していく必要

があるという新たに目指した課題でございまして、これは計画期間から中長期的なところ

まで含めた課題と整理をさせていただいております。 

 それからあと、この課題で次回から施策の方向性のご議論をいただくわけでございます

けれども、その辺の方向性につきましてはこれまでいろいろご議論、ご意見もいただいて

おりますので、それを次回お示しさせていただきますけれども、そのときにまた課題と一

緒にお考えいただくような形になろうかと思いますので、とりあえず、先ほど申し上げま

したように、骨組み、骨格だけを今回はお示しさせていただいたという形でございます。 

 続きまして資料３でございます。後半にご議論いただくところでございますけれども、

計画の基本理念についてというところでございます。この５ページをご説明する前に、そ

の次のページから３ページほどご説明をさせていただきます。 

 今回、私ども、前回も少しいろいろご議論が出ていたんですけれども、東京とほかの地

域との関係も少し見ておく必要もあろうということで、関連データを出させていただいて

おります。上のほうの図が東京都の地域でございますけれども、そこに都内生産、都内需

要が９４、これは９４兆円という額でございますけれども、都内の需要が９４兆円と左側

の移入の３８兆円、それから輸入の６兆円と全部足し合わせますと１３８兆円ということ

でございますけれども、その１３８兆円のうち、３８と６を足した４４が移入等であると

いうことで、大体３２％ぐらいが外から入ってきているという形でございます。それから

逆に外に出て行くほうが５９と６でございますので、１３８と比べてみますと、４７％ま

で達しているということで、都から移出される財、サービスが多いというのも特徴でござ

います。 

 左下に参考に北海道と大阪の例を載せてございますけれども、やはり他地域との関連は、

ほかの地域よりも東京のほうがあるということをお示ししたくてこの図を載せてございま

す。 

 それから、右下の部門別でございますけれども、濃い灰色の移入のところでございます

けれども、やはり食料品とか電気機械とか商業とかいうものが多くなってくるという形で

ございます。比べて移出のほうは商業なりサービスがやはり出ていくところという形でご
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ざいます。 

 したがいまして、この辺のデータを見ますと、やはりそこの四角に囲ってございますよ

うに、都内の経済活動というのは他道府県や海外との相互依存関係にある。それから、そ

うだから東京における循環型社会の実現、取り組みが域外に及ぼす影響が非常に大きいの

ではないかという図でございます。 

 続きまして７ページでございます。今度は出のほうでございますけれども、都内の経済

活動がＣＯ２排出量にどんな影響をもたらすかという試算をしたものでございます。これ

も産業連関表から試算をしたものでございまして、仮に上の図にございますように、都内

の家計消費支出が１％増加した場合に、ＣＯ２はどんなふうに増えるのかという試算をし

た結果でございます。家計消費支出が１％増加すると、まずは都内の産業から排出される

ＣＯ２は０.２５％増加するということが１つございます。これは当然の話でございますけ

れども、それだけではなくて、他道府県の産業から排出されるＣＯ２も約０.０３％増加す

るということで、ＣＯ２排出量も他県に影響を及ぼす。都内の経済活動が他県に影響を及

ぼすという形でございます。 

 右下の図でございますけれども、これは濃いほうが都内の産業からＣＯ２の排出、薄い

ほうが他県の産業から排出ということでございます。やはり電気、ガス、水道などは他県

でつくっているところもありますので、ＣＯ２が他県からよく排出されるという形でござ

います。それから、あとグラフがないところがございますけれども、これはゼロではなく

て、微量でグラフが書けなかったという形でございます。 

 それから、下のパーセンテージでございますけれども、先ほど１％増加すると約０.２

５％、ＣＯ２が増加する。あるいは０.０３％増加するというような話をしましたけれども、

例えば、都内でいうと、０.２５％を１００％にした場合の内訳をこのグラフは示してござ

います。 

 ですから、最後には四角で囲ったところのように、都内の経済活動がもたらす環境への

負荷は、東京都内に限らず他地域へも影響を与えるということでございます。 

 それから、最後の８ページでございます。今度はＣＯ２ではなくて、産業廃棄物の排出

量への影響でございます。やはり都内の家計消費支出が増加した場合に、産廃の排出量が

増加する業種を調べてみました。濃いネズミ色が都内の産業から排出される産廃、薄いほ

うが他県の産業から排出される産廃でございます。上のほうで、例えば鉱業とか食料品と

かパルプとか化学製品がありますけれども、これは他県から排出される量が多いというこ
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とで、要するに他県で生産されたものが都内で消費されるということで、こういう食料品、

あるいはパルプ・紙等は他県で生産されて、そのために他県で産業廃棄物が出てくるとい

うことでございます。それに対しまして、真ん中から下のほうの建設のところでございま

すけれども、これは都内で建設工事が行われるということで、建設のところは、むしろ都

内のほうが家計消費支出が増加した場合には、産廃の排出量は増加するというようなとこ

ろでございます。ここもゼロのところはないということではなくて、微量ということでご

ざいます。 

 一番下にございますように、都内で排出された産廃が他県で資源化され処分されるだけ

ではなくて、都内の経済活動によって他県の経済活動が誘発されて、そこからまた産廃が

排出されるというような関係でございます。 

 以上のようなことを踏まえまして、５ページにお戻りいただきたいんですけれども、計

画の基本理念につきましては、現行計画の基本理念をそこに示してございます。循環型社

会への変革という基本理念で、考え方はその下に書いたとおりでございます。いわば、別

添資料にもございますように、省資源化を実現して、環境負荷を低減させた社会システム

をつくっていくんだという現在の基本理念を支える考え方でございます。それに、私ども

はもう１つ加えたらどうかということで、下に二重括弧で示したものをお示ししてござい

ます。首都東京の経済活動は大規模であって、かつ他地域との物資、サービス、エネルギ

ーなどの面での相互依存の関係が緊密であるということで、持続可能な社会の実現に向け

て、東京から取り組むことによる他地域への波及効果は大きいということであれば、視点

としてはもう少し広く地球規模の視点に立って課題をとらえて、東京から先駆的に取り組

んでいこうという観点を、より一層明確にしていったらどうかというような考え方でござ

います。 

 以上が、雑駁ではございますけれども、資料のご説明でございます。 

【小泉部会長】  どうもありがとうございました。 

 それでは、これから本日の審議に入りたいと思います。本日は、まず前半で先ほどご説

明いただいた主要課題の整理について、議論をしまして、後半で今ご説明のあった計画の

基本理念について議論を進めてまいりたいと思っております。 

 それではまず、課題の整理についてですが、先ほどご説明がありましたように、資料１

の１ページに、論点を整理するに当たって都が策定する計画の対象としてどの範囲までを

扱うべきかということで、都と区市町村の役割分担が整理された表がございます。この役
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割分担というのは、現行の廃棄物計画の考え方にも沿っているわけでして、都の現在の基

本的考え方であるということでございますので、この役割分担を念頭の置きながら、課題

の整理の議論を進めていくことにいたしたいと思います。 

 それで、また資料２ということで、ページ３、４、別添の参考資料として配付されてお

ります７月の審議会総会で議論した現行計画の進捗状況と、前回の部会での課題に対する

議論を踏まえて、先ほどご説明のありました主要課題６項目が設定されておりますが、こ

ういった６項目の主要課題に関しまして、ご議論をいただければと思います。これが前半

ということでお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 どうぞ、野口委員、お願いします。 

【野口委員】  イメージのＡ３の図で、それぞれの主要課題ごとに計画期間でこなすも

のと中長期的に考えるものと１つずつついていて大変わかりやすいなと思ったんですが、

気になったのが右側の役割分担のところで、確かに分権の時代なのでなかなか市町村に頑

張ってもらわないといけないというのは確かにそのとおりなんですけれども、これは個別

の課題ごとに役割分担で、都が担う部分と市町村が担う部分の重みというか、バランスも

少しずつ変わってくるのかなと気もするんですが、これは一括で考えられるのか、それと

もこれも期間と同じように、ここで都は頑張りましょう、これは市町村に主に任せましょ

うというような色彩分けをなさる予定があるのかどうかというあたりはいかがでしょうか。 

【小泉部会長】  いかがでしょうか。 

【中村計画課長】  すみません。課題の中にも、例えば一般廃棄物関係もございますし、

産業廃棄物関係もございますし、またそれが入りまじったものもございますので、課題ご

とに分けてという感じではなかろうかなと思っております。むしろ、全体的な考え方のも

とに、課題なり施策の方向をご議論いただければということでお出しさせていただいたも

のでございます。 

【小泉部会長】  よろしいですか。 

 そのほかいかがでしょうか。崎田委員、どうぞ。 

【崎田委員】  非常にわかりやすく整理していただいて、ありがとうございます。それ

で今、６つ出てきた論点に関してということでよろしいわけですね。それで、今、このＡ

３の表を拝見しながら考えていたときに、とりあえず、やはり東京都が循環型社会へどう

いうふうに変革していくかというのをこれでまず明確にする。その上で、もちろんいわゆ

る資源化、廃棄物の処理などに関しても明確にしていくということで、新しい循環基本計
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画に対応したような視点も盛り込みながら、きちんと処理計画を立てていくと理解してよ

ろしいんだと思っております。 

 その上で考えると、私は今、基本理念が２つ出ましたけれども、この２つで大変すばら

しいと思うんですが、例えば２つ目、地球規模の視点に立って課題をとらえて、東京から

先駆的な取り組みを進めるといった場合に、どういうふうにそれを先駆的なモデル事業を

ほんとうに入れていくのかとか、やはりその辺を少し詰めていかないといけないのかなと

いう感じもいたしました。 

 それで、そういうときに、例えば全体の中でどれを明確に数値目標を入れていって、ど

ういう先進的な数値を入れていくのかとか、やはり少し数値目標をどういうふうに入れて

いくかということも視点に入れたほうがいいのではないかという感じがいたしました。 

 あと、ちょっと細かい項目の意見を先に言わせていただきますと、最初の発生抑制の促

進のところ、私はやはり最初に発生抑制を入れていただいて大変ありがたいと思うんです

が、この１番目に書いてある省資源を指向した生産・消費活動というとき、普通大抵、普

及啓発という話に終わってしまいがちなんですが、やはり具体的に実践する時代ですので、

ぜひかなり経済的なインセンティブをというか、その辺の経済的政策を導入したような提

案をきちんと入れていくとか、やはりある程度ここの部分を先進的な形で入れていったほ

うがいいのではないかと考えています。それとともに、もちろん右側の役割分担のところ

に書いてあるような都民、事業者との連携したシステム構築をコーディネートするという

あたりをこういうところにきちんと入れるというのはすばらしいと思います。 

 あとちょっと気になったところだけ、先にぼんぼんと言わせていただくと、もちろん廃

プラのリサイクルとか建設泥土というのは重要なところなんですが、この建設泥土や何か

のところに下水道汚泥とかいうのは数字的なものすごく多いんですけれども、ああいうの

が入ってこないのかなとちょっと思いました。実は、今、東京はあんまり関係ないかもし

れないんですけれども、全国的な状況を見れば、有機性廃棄物、下水道汚泥も入れたり、

畜ふんであったりとか、あと生ごみとか全部入れた有機性廃棄物をこれからどういうふう

にきちんと活用しながら新しいバイオマス戦略をとっていくかというのは、大変エネルギ

ー戦略も入れた上で、大変大きな課題になってきておりますので、ちょっとその辺の長期

展望も入れたような視点で入っていればいいなという感じがちょっといたしました。 

 あと真ん中の不適正処理の防止も大変重要なことで、その次の有害廃棄物ももちろん重

要で、私、あとお話をしたかったのは、国際的な視野に立ってと書いてあるときに、国際
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的な資源循環に関して、東京都として少し視点を入れるというのは、細田先生のご専門で

すので、先生からいろいろご提案が出るかと思うんですが、何かそういうところに対して、

東京都がきちんと視点を持つというのも出てもいいのかなという感じがいたしました。あ

りがとうございます。 

【小泉部会長】  どうも、いろいろとご指摘いただきましてありがとうございます。数

値目標等については、また次回以降のお話になると思いますし、いろいろあるかと思いま

す。特に、下水汚泥の話も先ほど崎田委員から出ましたが、これはちょっとお願いいたし

ます。 

【中村計画課長】  これはあくまで建設泥土ということで、下水汚泥は含んでございま

せん。確かにご指摘のように、下水汚泥は半分ぐらいございますけれども、基本的には脱

水、あるいは焼却という形で、東京都の場合にはほとんど、まだ達成できていませんけれ

ども、全量中間処理ももうすぐ達成できると思います。その際に減量するだけではなくて、

発電をしたりということをやっていますので、下水汚泥は既に道ができていると私どもは

認識しておりますので、むしろ今一番問題になるやっぱり建設系の廃棄物、特に建設リサ

イクル法の対象にならないようなところを何とか仕組みづくりができないかというところ

が課題だと思っております。 

【小泉部会長】  その他、中田委員。 

【中田委員】  役割分担で、東京都と区市町村ということで分けてあるんですけれども、

２３区ですとか、それぞれの地方自治体でそれなりの廃棄物の削減ということは行ってい

るとは思うんですけれども、例えば今後５年間に対しての目標値をそれぞれに挙げていた

だいて、東京都で取りまとめて、例えば東京宣言という形で出すとか、そういったものは

どうかなと考えました。 

 あと、前回の会議のときに崎田委員がおっしゃっていたことがとても印象的で考えてい

たんですけれども、ひとり暮らしの高齢者が増えるということで、高齢者の方が自分の分

別をして収集場所まで持っていけないとか、そういったことを助けるような福祉的なサー

ビスとか、それを行政がするのかＮＰＯがするのか企業がするのか、それはわからないん

ですけれども、そういった仕組みづくりが必要だと思います。 

 また、通信販売などで物を購入した場合に、必要のない箱や梱包材が残るわけですね。

それを今、捨ててしまっているが、リターナブルな丈夫な容器にすれば、ごみが減ってい

きます。その場で容器を回収、返却してもらえない場合というのは当然あると思うので、
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容器にそれぞれの会社名や支店名の入ったタグなりコードなりをつけて、リユースとかリ

ターナブル容器の回収専門の企業をつくってもとの販売会社に戻すといった業者があって

もいいのではないかということも考えました。発生の抑制ということで、そういったもの

を考えたんですけれども、以上です。 

【小泉部会長】  ありがとうございます。最後の点なんか、この廃棄物・リサイクルビ

ジネスの健全な発展の中に入るかもしれませんし、どうもありがとうございました。 

 何か事務局でございますか。 

【中村計画課長】  今の中田委員からのお話がございましたが、目標の設定は部会長か

らございましたように、次回以降ご議論いただこうかと思っておりまして、その目標につ

いては都としての多分都内全域の目標になるのかなと考えております。お示ししました区

市町村の仕事との関係でございますけれども、都内全体の目標値は都が示すにしても、そ

れはやはり区市町村と意見交換をしなくてはいけないということは考えてございます。で

すから、その中で区市町村が行う仕事にも、施策にも反映できるものがあるかどうかなん

ですけれども、意見を交換していく中でお話をしていこうかなと思っております。 

【小泉部会長】  どうぞ、辰巳委員、お願いします。 

【辰巳委員】  私もすごくよく整理されていると思っております。主要課題という書き

方をしておりまして、これだけではないんだという意図があるのか、あるいはもう大きく

気になるところだけをまずは課題として挙げましょうという発想でいらっしゃるのか。

細々したところまでまた間に詰め込もうとしているのか、ちょっとそこら辺がわからなく

ておりますが、ただの課題ではなくて主要とついているところへの説明が伺いたいと思っ

ています。 

【小泉部会長】  お願いします。 

【中村計画課長】  今、辰巳委員からのお話のとおりでございます。課題がたくさんあ

ると認識しておりますので、ただその中で私どもがまず中長期的なこともございますけれ

ども、まずはこの５年間、何をやるんだというところの一番やるべきところをまずさせて

いただきました。ですから、次回ご議論いただく施策の方向では、もしかすると主要課題

に入っていないものは、施策としては体系としては入ってくるかもしれませんけれども、

まだ事務局でたたいてございませんけれども、課題としては今申し上げたように、あくま

で主要だという認識でございます。 

【小泉部会長】  じゃ、レディーファーストで薗田委員。 
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【薗田委員】  私も主要課題のところでほかにもないのかなと思ったんですけれども、

先ほど崎田委員がおっしゃったように、もしかしたら意識啓発というレベルのお話は終わ

っているのかもしれないのですが、改めて実はなぜごみが増えているのかが気になります。

実際にはこれから目標値を設定していく段階ですけれども、どういうふうにしたらほんと

うに減らすことができるのかというのをもっと都民一人一人がやっぱりエコマインドを持

ちながら、エコライフをしていくというところの啓発、教育になってくると思います。今

までもしかしたらご議論がいろいろ済んでしまったところなのかもしれないんですけれど

も、もう少し何かする必要があるかなと思いました。 

 １点ご提案ですけれども、今年の夏にクールビズが非常に流行りました。クールビズが

なぜ流行ったかということですが、いろいろマーケティング的に解析していきますと、心

のホットポイント、インサイトと専門用語では言うらしいんですけれども、その心のホッ

トポイント、ホットボタンを押したということです。みんなが普段日ごろからネクタイを

外したいな、この暑いのに背広を着て大変だといろいろ思っていたところに、クールビズ

なので背広もネクタイもしなくてもいいんですよということで受けたのです。実は、皆さ

んがそうしたいなと思っていたところの心のひだにうまくふっと入っていったということ

で、非常にクールビズは効果的だったと聞いています。 

 そういう意味では、ごみを減らしていこうという働きかけの中に、先ほど崎田委員がお

っしゃったインセンティブも当然必要だと思うんですが、皆さん頭の中では減らしたいと

思ってもなかなかできない。でも、思わず行動に出るような感情に訴えかける部分を考え

て、一気に減らせるような仕組みづくりが大事です。それととともに、意識啓発、教育に

つながるような仕掛けができると、もしかしたらまた一段階高いレベルの３Ｒが推進でき

るのではないかと思いました。参考までに。 

【小泉部会長】  ありがとうございます。 

 何か今年の冬はウォームビズで、今度冬の審議会はコートを着てやるようになる。（笑）

ＣＯ２を大分削減できたという結果も出ておりますし……。 

【薗田委員】  経済効果も上がりましたし。 

【小泉部会長】  どうもありがとうございました。 

 岡本委員、すみません、お待たせしました。 

【岡本委員】  主要課題でいろいろな施策をきれいにまとめていただいているんですけ

れども、最後の主要課題の６が現在から中期的な課題にかかわる問題ということで、ここ
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のところなんですけれども、今の薗田委員がおっしゃったように、意識の問題ということ

で、いろいろな普及活動をやっている。だけども、その普及活動といのはおそらく関心を

持っている人はやってくれるけれども、無関心な人がやるという状態ではないかと思いま

す。やはりこれはいわゆる子供のときからやっぱりこれをやっていかないと、ほんとうに

そういうふうな気持ちになっていかないのかなと。おそらく交通安全でも子供のときから

やっていて、それで小学生のほうが交通規則をきちんと守るんです。大人は守らない。そ

れでもやっぱり教育をやってきたら、今のようになってきたということで、環境の問題も

やっぱり子供のときから教育をやっていくということが必要ではないだろうか。 

 これは行政的には、環境部門と教育部門が分かれているので、ちょっとやりにくいとこ

ろがあるのかもしれませんけれども、やっぱり教育部門に働きかけて、環境部会としては

こういうことで子供のときから教育をやるんだよということをどこかに入れたほうがいい

のではないかと思います。ですから、それは自分がやるのではないので、主要課題から外

れるかもしれないんですけれども、そういうところをどこかに盛り込んでいただければと

思います。 

【小泉部会長】  ありがとうございます。 

そのほか、渡邉委員、どうぞ。 

【渡邉委員】  私の発言は必ずしも芳しくないようなので、注意しながら話したいと思

います。 

 別添資料のところの基本理念の丸の２のところに掲げてある地球規模的観点、それから

東京から先駆的な取り組み、こういうことに関連しまして、事務局がつくってくれた資料

の一番右側の部分の丸に、以下申し上げるようなことを入れたらどうかということをお話

ししたい。 

 １つは、ごみの問題が例えば産廃にしろ何にしろ、東京でごみを出すけれども、東京で

ごみを全部始末しないでよそに行く。ごみが青森で見つかった、岐阜で見つかったといっ

ても、実は東京のごみだ。そういう考え方からすれば、発生した場所で責任をとるという

ことを東京都が高らかに宣言して、出したところだから責任を持って自分のところで資源

化していくというような、物を発生させたところの行政市町として責任をとるんだという

心構えと、国に対してもそれだけの予算をもらって、みんなをまとめていくというような

発想を持ったらどうかということを思います。 

 それから、地球規模的観点云々ということに関しましては、一番最初の日でしたか、小
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泉首相が３Ｒイニシアチブ閣僚会議をやったとか、いろいろな話が出ていまして、日本か

ら発信するんだという話をしていましたけれども、やっぱりその場合の土俵になるのは東

京が中心だろう。ですから、あの環境省が何かいろいろ具体的な施策をする際に、東京を

目玉に置いてやってくれと。うちもその中心でやるというようなことで、国際的な視野を

掲げたらどうかということです。つまり、東京で出しているごみの中には、アジアに行っ

たり、あるいは中国に行ったりいろいろなことをしているということからすると、やはり

これも経済も中心だけれども、ごみを出す中心にもなっているということで、そういうこ

とを具体的にもうちょっとここに丸を１つか２つ増やして、国際的な視点に向ける目。 

 あるいはもう１つ、先ほど言ったのは、２３区の枠を超えて既に産廃なんかに関しては、

何とか２７というような制度をとっていますね。ああいうことをここにうたう形がいいの

ではないか。つまり、殊ごみに関しては東京都なんていっている場合ではない。関東とか

もっと大きいブロックで考えなくてはいけない。そこで東京都はリードしていくんだ。人

員的にもスタッフ的にも能力的にも質・量ともに備わっているわけですから、それでリー

ドしていくという形がいいのではないか。 

 もっと言えば、いつも地方に迷惑をかけているごみでも、特殊なものに関しては今度臨

海地区に高度な処理ができるようになった設備が整ってきたというので、東京はみんなご

みを方々に押しつけるだけじゃなくて、嫌なごみでもよそで設備の持っていないものにつ

いては引き受けるよというような気持ちの処理、それだけの設備を構えてやっていくとい

うのもいいのではないか。ですから、そういった意味のことが盛り込まれて、２３区で既

に一部もう始まっているんですからね。もうちょっと言えば、一部事務組合という中では、

こういう枠がもうとれていると思うんです。どなたか行政法の先生もいると思うんですが、

たまたま今の行政の枠にとらわれないで、物を中心、その対象物を中心にこの国をよくし

ていくんだと、その発信基地になるんだということをまさにそういうことを取り上げてい

くのが、パイオニア的取り組みなのではないかという考えます。 

 以上です。 

【小泉部会長】  ありがとうございました。有害廃棄物のＰＣＢや何かにつきましては、

やはり東京都外のものも逆に受け入れるというような話ですね。やっぱり東京と東京外と

いった話はいろいろあるとは思いますが、どうもありがとうございました。 

 何か事務局はよろしいですか。 

 そのほかいかがでしょうか。安井委員、どうぞ、お願いします。 
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【安井委員】  すみません、初めて参加させていただきまして、国連大学の安井でござ

います。 

 状況があまりよくわからない中で申し上げるので、ピントが外れておりましたら申しわ

けございません。今、拝見いたしまして、主要課題そのものについて異議があるというわ

けではないんでありますが、先ほど岡本委員がおっしゃっておられましたように、例えば

こういう教育という観点、教育が今のごみについてできるかというような観点から考えま

すと、実を言いますと、なかなか難しいですね。というのは、東京都という範囲内で考え

るとそれなりにできるかもしれないんですが、川を渡って隣の県に行った瞬間にもう分別

の方法が全然違う。そうなってくると、例えば、幼稚園で教育していて、交通だったら日

本全国大体同じなんですが、東京都で教育を受けたのが神奈川県に行ったときに、教育と

して成り立たなくなってしまうというようなことがございます。それは一体何が悪いのか。

それを分別法というものに対して、サイエンティフィックなバックグラウンドを持たない

ご都合主義でできているからなんです。東京都の可燃ごみ、不燃ごみという分け方を大体

いつまで続ける気があるのか。この辺をやはり変えないことには、多分全国統一にはなら

ない。東京都がどれを言い出すかというのはなかなか難しいところがありますが、そんな

ことを東京都が先駆的な取り組みを始めるのであれば、そのぐらいの覚悟はしていただい

たほうがよろしいのではないかという気がいたします。 

 それからあと、どこかの資料に地方自治体といいますか、区、あるいは市町村との役割

分担がございましたが、明らかにやはり東京都はその国と区市町村の間に立って、国に向

かって何を言うかというスタンスも欲しい。だから、下に向かって何かするかだけではな

くて、ここの都、広域地方公共団体と書いてありますけれども、国に向かってどういう意

見を発信するかという観点がないのはやっぱり落ちていると思います。ですから、環境省

はわりあいとどちらかといいますと、今、地方分権で自治体レベルで何をしろとか、これ

をしろとか言いませんが、それを言わせるのも１つの東京都の役割かなという気がいたし

ます。そういうようなことをとりあえず申し上げたいと思います。 

【小泉部会長】  ありがとうございます。重要なご指摘、ありがとうございました。私

もいろいろごみの種別につきましては、例えば多摩の区市町村によってもそれぞれ違いま

すし、確かにどうしてそれぞれ全国的にいろいろ違うのかというのはかなり疑問に思って

おりましたし、そういったところも少し何か言っていければよろしいかなという気もいた

しております。ありがとうございました。 
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 そのほかいかがでしょうか。主要課題というか、課題６つの中で、まだご発言いただい

ていない広瀬委員、野村委員、もし何かあればお願いします。 

【広瀬委員】  私も今回初めての参加で、恐縮でございます。 

 基本的な考え方としてはこれでよろしいかと思いますし、また、今、安井委員からお話

があった国に対しての限られたエリアではなくて、日本中に１つの政策を及ぼす、考え方

を及ぼす、そういった運動を展開して、そういうときに東京都さんがそれこそ、その筆頭

に立って１つの物事を動かしていくということは大事だと思います。また、それでないと

ほんとうの意味での広域的な対応というか、効果が上がらない部分も相当出てくるのでは

ないかという気がいたします。 

 それから、あとちょっと、これは場違いな発言になるかと思いますが、私どももいろい

ろな中小企業の方々といろいろお話をする機会が多いわけですけれども、そういった中で、

特に産廃の処理業者の方々、きちんと仕事をされている、いわゆる良質な企業の方、一方

において、悪質なといいましょうか、そういった事業者もいる。それも事実だと思います。

ただ、そういった悪質な事業者に対する監視とか罰則強化等々、取り締まりを強化するこ

とは絶対に不可欠でありますし、それは大いにやるべきなんですが、その一方において、

１つの基準といいますか、規制部分がどちらかというと、そういった悪質な事業者をベー

スに基準をいろいろ常に考える。いってみれば、性悪説に立って基準を考えてしまいます

と、非常に善良な企業が、特に中小企業がかなりだんだん負担感を、金銭面、人的面、事

務的面、負担感が非常に増しているというのが一方においてある。これも悪く言えば、将

来的にそういった優良な産業、こういったビジネスをやっていただける方が非常に少なく

なってしまう。これはもう社会全体にとってはゆゆしきことでもありますし、そういった

方々の健全な発展を促すという意味で、インセンティブや支援は大いに結構なことです。

ただ、それが必ずしも単なるインセンティブだけで済む話かどうかはちょっとわかりませ

んけれども、そういった部分での配慮というか、そういったものも必要なのかなという感

じが強くいたしております。規制は絶対必要なんですけれどもね。強化さえすればいいと

いう考えは、いかがなものかと思います。 

【小泉部会長】  どうもありがとうございます。 

 野村委員、何か。 

【野村委員】  主要課題はこれで私は非常にすばらしいなと思っております。それで、

前回の審議会のときにこの２番目の廃プラのリサイクル、これも一部内容的には絡んでお
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ります。それから、不適正処理の防止も部会でもんだ２つの課題だと思っておりますけれ

ども、これがその後どういうことになっているかということと、それから個々の主要課題

との中の位置づけといいますか、そういうところをちょっと教えていただきたいんでござ

いますけれども、これはどういうふうに扱われるのか。 

【中村計画課長】  廃プラスチックは一般廃棄物と産業廃棄物、前回審議会のほうで、

廃プラスチックの発生抑制・リサイクルの促進というご答申をいただいたところでござい

まして、一般廃棄物につきましては区市町村で一部はもう既に、たとえば容器包装リサイ

クル法のプラスチックは分別収集し、それ以外はサーマルリサイクルするという形で変え

たところもございますし、今、検討中のところが大部分でございまして、もう少しお時間

をいただければという形でございます。 

 産業廃棄物の廃プラスチックにつきましては、実は細田部会長代理が座長になっていた

だきまして、事業系の廃プラスチックのリサイクルの研究会を、今、立ち上げてございま

して、現在検討を進めていただいております。こちらのほうも都内から大体５０万トンぐ

らい産廃系の廃プラが出ると、私どもは推計しておりますので、それをいかにリサイクル

に回していくかというところを、今、各業界団体の方々に入っていただいて、ご議論をい

ただいているというところでございまして、その中で行政が何をできるかというのも１つ

の論点ではございますけれども、廃プラスチックのリサイクルのルートをうまくつくって

いけたら、処分場へ入るものが減る、これは都内、都外を問いませんけれども、そんなこ

とを目標に別の研究会でご議論をいただいているという状況でございます。 

【小泉部会長】  細田先生、何かございますか。 

【細田部会長代理】  結構全般的に私もこれでいいと思うんです。例えば、５年間の計

画だからこれでいいのかなと思うんですけれども、基本理念としては、先ほど渡邉委員も

おっしゃったように、世界的な視点に立つと、経済のありようというものがもっと２１世

紀は変わらなくてはいけない。つまり物質をたくさんつぎ込んで、大量生産によって付加

価値を生み出すというやり方が豊かになることだ、フローで行くという何か偉大なる勘違

いを日本人はずっと続けてきたんです。それを少しやめてみるというのは少し言い過ぎか

もしれませんけれども、もう少しほんとうの豊かさ、付加価値をフローでつくって壊して

いくところにはないんだというところが、やっぱり既にもう気づいているんだけどやめら

ない、とまらない何とかえびせんみたいな形で続いてしまっているのが、ちょっとあんま

り抽象的になっているんですけど、それを少しずつブレークダウンすると、この発生抑制
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の促進のところに、省資源とプラス脱物質というのを入れたらいいのではないか。物質に

少し依拠しない。そのためには実は物質の生産力というのは上げなくてはいけないんです。

我々はなぜＧＤＰの５％でしか農業がないのにやっていけるかというと、輸入もあるんで

すけど、それだけ農業の生産性が高くなったからほかの人は違うものに行けるわけで、物

質の生産力を高めつつ、やはり精神的な豊かさをという方向に行かないと、これは発生抑

制にはいかない。で、脱物質化というのをここに１つ入れたらいいかなと。そうは言って

も、まだそれは絵空事のように聞こえるから、例えば、さっき中田委員のほうから区と都

の関係のがありましたけれども、安井さんから国との関係もあるだろうと。国がデザイン

フォーエンバイロンメント、つまり環境配慮設計ということを言っているわけですね。Ｇ

ＤＰの２割ぐらいを東京でつくっているのですから、東京がやっぱり環境配慮設計、環境

負荷の小さい脱物質的な生産に移行するということをどこかで始めてみるということが私

は必要なのではないかと思います。それをどう織り込むかは別として、ちょっときょうは

ブレームストーミング的で。 

 それから、もう１点中田委員のほうから静脈に関して、やはり帰り箱とか帰り便のご提

案があったんですけれども、実はこれはとても大事なことで、これは動脈では皆さんご存

じかどうかわかりませんけれども、ジャムコードというのがあって、バーコードですね。

物がどこにあるかということをかなりトレースできるわけです。ところが静脈に入った瞬

間にトレースできなくなってしまうんです。それはやっぱりおかしくて、どうやってトレ

ースを高めていくかということを考えると、結局中田委員のおっしゃったようなことにや

っぱり行き着くような私は気がするんです。それを東京でいきなりやれというのは無理か

もしれませんけれども、かなり可能性はあるので、静脈の物流を考えた場合、やはり環境

負荷を小さくするような連鎖網をどうやってつくるか。そうすると、それは発生抑制、排

出抑制、両方につながると思うんです。ちょっと難しい課題かもしれませんけれども、世

界をリードする東京としたら、それぐらいのことを始めていいのではないかと思いました。 

【小泉部会長】  どうもありがとうございます。大変新しいアイデアといいますか、発

展的なご意見をいただきました。 

 では、崎田委員、どうぞ。 

【崎田委員】  すみません。今、関連で、伺いながら思ったんですけれども、今、ほん

とうの豊かさとか新しい提案ということを考えた場合、東京都の処理計画は廃棄物処理計

画と書いてありますけれども、循環型社会への変革に向けた新たな処理計画という明確な
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位置づけでと先ほどおっしゃっていましたので、循環基本計画に相当するものだと思うん

ですが、あと、環境基本計画、いわゆる東京都の環境基本計画というのが、きっとほんと

うの豊かさを志向した都市の姿に向けた提案をきっとしているのではないかと思って、そ

の中の循環というところで話していたつもりなんです。そうすると、東京都の環境基本計

画というのがどのぐらいの提案をしてくださっているのかというのときちんとやっぱり関

連づけながら、これを考えていったほうがいいのではないかという感じが私は今いたしま

したので、ちょっとその辺の情報も今後織り込んでいただけると大変うれしいなと感じが

いたしました。 

 それともう１点、先ほどやはりいろいろ可燃、不燃の考え方の見直しとか、やはりもう

少しどんどん国へ提案していったらどうかというお話があったんですが、私は国への提案

をきちんとしていくのであれば、私はやはり廃掃法をきちんと見直すということ自身をは

っきり言ったほうがいいと思います。例えば、一般廃棄物と産業廃棄物のとらえ方をもっ

ときちんと見直していくこととか、廃棄物をどういうものととらえていくかという根本的

な話とか、そこをきちんと持っていくことと、循環基本計画と廃棄物処理計画をもっとき

ちんと連携させて、中の目標値をきちんと合わせるようにとか、やっぱり何かもう少し根

本的な提案をしても、東京都でしたらやっぱりそのぐらいしたほうがいいんじゃないかと

いう感じが私はいたしました。 

【中村計画課長】  安井委員から始まったお話ですけれども、現行計画でも国への提案

は入ってございまして、私ども、粗々で入れたものですから、落としてしまって申しわけ

ございませんでした。 

 最近の例でいいますと、容器包装リサイクル法の見直しもやっておりますので、東京都

と６２区市町村が一緒になって、自治体連絡会をつくって、７つの提案をまとめて昨年国

へ提案をさせていただいて、産業構造審議会なり中央環境審議会なりに生かしていただい

ているというところもございます。それ以外にも、前々回の審議会のこの審議会で、やは

り廃棄物の定義区分のご議論をいただいて、それをもとにやはり国へ提案したということ

もございました。ですから、私ども、そちらの方向を忘れているというわけではございま

せんので、捕捉をさせていただきます。 

【小泉部会長】  ありがとうございます。 

 一通り回りましたので、どうぞ渡邉委員、お願いします。 

【渡邉委員】  すみません。私はちょっと周回おくれで申しわけないんですが、参考資
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料１の一般廃棄物のごみ、これは次回に数値目標という話が出てしまったので、事務局に

お願いしたいんですが、こういう計画を決める場合に、一般廃棄物という中には家庭用の

ごみと、それから事業者が出すごみと２つあるんだと話を、私は幼稚なものですから、こ

の間、一緒に議論にまざることができなかったんです。きょう学習してきまして、そうい

うふうに思っていまますので、しからば、きょう事務局に産業連関表に基づいて、アウト

プット、インプットの業種別のというのが出てきたけれども、この一般廃棄物の数字に置

きかえるとどうなるんだろうかということを示した上で、家庭用だとこのぐらいと、事業

者用のごみはこのぐらい減らすんだとか、こうするんだという計画目標をつくってもらい

たい。一部、私の学習したところでは、そのようにごみの中身を組成物といいますか、そ

ういうことに分けて、そういった取り組みをしている自治体もあるやに聞いておりますの

で、ちょっと学者先生方も動員して調べたんだということをマスコミの資料で知りました

けれども、やっているようなので、この一般廃棄物の数字を家庭用も事業用も込みにして

幾らだという計画ではなくて、次回数値目標を示すのであれば、それを分けて積み上げた

結果でこうだというのはいいんですけれども、内訳がわかるような形で目標を設定されれ

ばいいのではないかと思います。 

 その理由は、家庭用のごみは本来明治の清掃法以来、汚物処理法以来、住民のものは公

でごみ処理をしてくれるんだという思想。つまり税金からという話です。それに対して、

事業所の分は諸先生方がいつも言っているように、ごみを出した人の責任だ、排出者責任

だということからすると、事業者が一般の家庭用のごみにまぜてフリーライドというか、

ただ乗りするのはいかがなものかという部分もございますし、分けて計画することによっ

て、都民に示す場合も理解を得られるのではないかと思う次第です。 

【小泉部会長】  今の話はちょっと一般廃棄物と産業廃棄物の話ともちょっと絡んでき

ますので、なかなか事業用と家庭用ということでこの一般廃棄物を分けられるどうか、そ

の辺もあろうかと思うんですが、ご意見ということで承っておきたいと思います。 

 野口委員、何か先ほど手を挙げられましたか。 

【野口委員】  いえいえ、大丈夫です、はい。 

【小泉部会長】  大体……。 

【辰巳委員】  １点よろしいですか。 

【小泉部会長】  いいですよ、辰巳委員、どうぞ。 

【辰巳委員】  今までの話し合いの中で何度かちょっと出てきたと思うんですけれども、
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コストの関しては一切今回こういう中には出ていなかったんですけれども、やはりむだな

コストはなるべくかけないほうがいいだろうとかというのは、どこに入ればいいのかなと

思ってじっとにらんでいたんですけれども、何らかのもっと中身の、さっきから言ってい

る主要な課題のさらに中身を詰めていったときに出てくる問題なのか。やはりコストを明

確にしていくということはとても大事なことですので、きちっと主要課題の中に出してい

くことなのかというのがちょっとわからないんですけれども、何かちょっと気になってい

て、全然出ていないと思いましたもので。 

【小泉部会長】  最初コストの話は出ていたんですね。 

【辰巳委員】  そうなんですね。何度かね。 

【小泉部会長】  いずれ結果的には……。 

【辰巳委員】  入らざるを得なくなってくる。 

【小泉部会長】  うん、出てくるとは思いますけれども、どの程度のレベルでどういう

計画を立てるかによって、またいろいろあるとは思いますが、当然コストの話も裏では出

てくるのではないでしょうか。 

 大体、前半のお話についてご議論いただきましたが、先ほど来、ちょっといろいろな世

界に向けてとか、国に向けてとかいうご議論もございましたし、そろそろ後半のほうの計

画の基本理念という、そちら側の審議に移りたいと思ったんです。先ほど最初に、事務局

のほうでご説明いただきました資料３のページ５、計画の基本理念については、現行の計

画で基本理念として掲げている循環型社会への変革について、その方向は引き継いでいく

ということで、東京の取り組みがほかの地域に及ぼす影響も大きいということで、地球規

模の視点に立って課題をとらえて東京から先駆的に取り組むといった観点を際立たせては

いかがかという内容になっております。先ほど来、皆様方からいろいろ意見をいただいて

いる中で、いわゆる東京発といいますか、世界に向けて、あるいは国に向けて、いろいろ

な意味で東京のやることは非常に大きな意味を持っておるわけです。そういう中で、基本

理念がどうしたらいいのかという、その辺を少し後半ご議論いただければと思っておりま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

 最初ご説明いただいた資料３のバックデータといいますか、これはなかなか興味あるデ

ータで、厳密性を追求していくと、また何かいろいろあるかもしれませんが、こういう物

の見方があるんだということで、非常に興味深く私も伺っていたんですが、そういったと

ころをベースにして、この資料３の５ページにございます基本理念、これについてご自由
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なご議論をいただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 なかなか基本理念ということだと意見も出にくいかもしれませんが、現行の理念がどう

なっているかということと、それから、その辺のところをもう１回ちょっとご説明いただ

きましょうか。すみません。 

【中村計画課長】  資料３にございますのが現行の計画の基本理念でございます。平成

１４年１月に計画をつくったときのものでございますけれども、そのときのそのまま抜粋

したという形でございます。ちょっとまず読ませていただきます。 

 現在の社会経済活動は、大量生産、大量消費、大量廃棄を前提としており、天然資源を

過剰に採取するとともに、自然界では分解することが困難な物質を環境中に排出し、環境

に大きな負荷を与えている。 

 恵み豊かな環境を維持し、人間の文化的な生活及び健全な産業活動を発展させていくた

めには、次のような取り組みを促進するような仕組みを社会経済システムの中に組み入れ

ていかなければならないとしてございます。 

 ３点ございまして、製品の省資源化や長寿命化によって廃棄物等の発生抑制に取り組み、

さらにコストや環境影響を考慮しつつ、リサイクルを進め、天然資源の消費量と廃棄物の

排出量の抑制を図るというのが１点でございます。 

 それでもなお、排出された廃棄物については安全かつ適正に処理するというのが２点で

ございます。 

 それから、リサイクルや廃棄物処理の過程においても、エネルギー消費量の抑制や有害

物質の管理を徹底し、環境への負荷を最小化するという３点でございます。 

 都は、このような循環型社会の実現に向けて、都民、事業者及び関係自治体と連携して

取り組んでいくというのが現行の基本理念の内容でございます。 

 ですから、先ほどお話しいたしましたように、どちらかというと、体系イメージ図にも

書きました１つ目の丸の省資源化の実現と環境負荷の低減をした社会システムの構築とい

う視点が非常に現行計画では大きいという形でございます。 

【小泉部会長】  そういった現行の基本理念がある程度よろしいということであれば、

これを引き継ぎながら、さらにそれに加えていくという形になるのではなかろうかと思い

ますし、その加えていく形がその下にある東京から先駆的に取り組むという地球規模の視

点に立って課題をとらえていくというところだと思いますが、いかがでしょうか。 

 どうぞ、お願いいたします、安井委員。 
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【安井委員】  この３点の部分からいきたいんですが、今、平成１４年１月とおっしゃ

いましたか。 

【中村計画課長】  はい。 

【安井委員】  わかりました。平成１４年の１月というのは２００２年１月ですね。２

００２年１月というのは、結局国のほうからいうと、２０００年６月に循環型の基本法が

できて、それで２００３年の３月にそれに対応する基本計画が閣議決定されているという

段階です。国際的な状況からいうと、２００２年の８月、９月にヨハネスブルグのサミッ

トが行われる。だからヨハネスブルグのサミットの前である。多分そのときの理念として

はこれでよかったんだと思いますが、その後、結局そのヨハネスブルグサミットで何が言

われたかというと、そこで、先ほど細田先生がおっしゃったような話なんですけれども、

要するに非持続可能な消費・製造の形態・社会からの離脱をせよという宿題を、国際社会

は全員背負ったわけです、先進国は。そこで、２００３年の３月の国の基本計画は基本法

の根幹をかなり、実を言うと変えてしまって、そちらの方向に若干揺れたわけです。具体

的に、何がそれで揺れたかというと、それまでこの大量生産、大量消費、大量廃棄を前提

としているという言葉が２０００年の基本法にあるんだけれども、その２００３年になっ

て一体何を言い出したかというと、結局入力側を絞らなくてはだめだという考え方、さっ

きの細田先生のお考えにも近いんだけど、要するに、脱物質化の方向性が重要だよという

ことを２００３年から述べ始めているんです。ですから、やっぱりそのあたりをどこまで

ここに組み込むかかなという気がします。 

 例えば、リサイクルというものに関しても、今まではごみになるからリサイクルしよう

だったんだけれども、そうじゃなくて、入力側の材料を減らすためにリサイクルはどうい

うふうに役に立つんだろうか。要するに、視点が右側から左側に変わったんです。右側を

出口、左側を入り口とすればですね。そういうことがあって、ですから、その辺をいささ

か組み込んだほうが現世的というか、現在の状況に近くなると思います。 

【小泉部会長】  どうもありがとうございます。 

【細田部会長代理】  僕も言おうかなと思っていたんだけど、僕は部会長代理になって

しまって、言いにくい。安井委員が言ってくれてありがたかったです。 

 今、おっしゃったことは産業レベルでも消費レベルも同じで、今、ぜひ欲しい秋のアイ

テムなんていうのは毎年毎年つり広告が下がっていて、去年の口紅だって今年だって同じ

じゃないかと思ってしまうんですけど、それは好きな人がやればいいので、ほんとうに踊



 -25-

らされてどんどんどんどん物を変えていく、物に付加価値がついている。その発想をやっ

ぱりどこかで払拭しないと。でも実は物の経済学でいうと、限界効用というか、そこから

来る満足度というのはどんどんどんどん下がっているんです。だから、もっともっといろ

いろな媒体で物を買わせよう、物を買わせようとする。そうじゃなくて物についてくる付

加価値をどうやって引き出すかという発想。これは産業レベルだとサービサイジングとい

うことにも行くわけですし、デザインフォーエンバイロンメントに行くし、そこに付加価

値をつけていくという構造に変えていくということが、今、入力を少なくするということ

のやっぱりモーメントになると思うんです。それはやっぱり、できるのは東京都ではない

か。 

 その理念はやっぱりここに何らかの形で入れ込むべきではないか。東京都が２１世紀の

経済と環境のあり方をリードしてしまうというのをここにもっとうたうというのが、私は

いいのではないかと思います。 

【小泉部会長】  どうぞ、崎田委員、お願いします。 

【崎田委員】  私も大賛成です。それで一番最初のときに、発生抑制の促進というとこ

ろをやはりもう少しきちんとというお話を申し上げたのは、やはりその辺のところを非常

に強く感じていたからなんですけれども、やはり今の脱物質というお話があったんですが、

ただし、そのときにぜひ多くの方はまだまだ何か環境のことを考えたり、脱物質だと我慢

しなくてはいけないとか、やっぱりある程度そういうイメージでとらえる方がまだまだ社

会には大勢いらっしゃいますので、ほんとうに心豊かに暮らしていく社会に向けて変わっ

ていこうとしているんだと。その中で、やっぱりきちんと必要な技術とか、物に関してき

ちんと組み入れながら、でも、物質に偏らずに非常に心豊かにすこやかにみんなで豊かに

美しく生きていこうよという明るいイメージをきちんと発信していくというところがやっ

ぱり大事なのではないかと思っています。 

 そういうイメージを基本理念で明確に発信した上で、では、実際にそういうときに脱物

質化というのはどういうふうな政策的なメニューがあるんだろうかということをある程度

きちんと、少し日本に今、ちょっとこの辺の分野で欠けているなと思うのは、いわゆるワ

ンウエー型の容器がどんどん売られていることに対して、あんまり歯どめが何もシステム

的にかかってない話とか、今それに関してはレジ袋の有料化の検討とか、あるいはファス

トフード店のそういうものが、ワンウエー容器に関してもう少しきちんと何かシステムを

つくったらどうかとか、いろいろ外国の事例を考えながら提案も出ていますけれども、あ
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る程度そういうのも出てきたりするのではないかと思いますが、そういう表の基本理念の

ところはみんなで心豊かに楽しい社会をつくっていこうよみたいなところを明確に出して

いったらいいのではないかと思います。 

【小泉部会長】  ありがとうございます。 

 なかなか建設的な発想だと思いますし、我々はやはり動脈産業になじまされているとい

うか、そういう中でずっと来ていますので、そういったものをやっていくにはやはり環境

教育からやはりやっていかないといけないかもしれないし、それをスタートできるのは東

京都かもしれませんし、ぜひそういった検討も進めていきたいと思います。ありがとうご

ざいました。 

 どうぞ、辰巳委員、お願いします。 

【辰巳委員】  私も全く、それは今、国でも進めている方向ですので、大賛成です。や

っぱりそんな中で先ほど出てきた国への提案の中で、なかなか脱物質化、あるいはサービ

サイジングの話というのはいろいろな私もちょっとよくわかっていないんですけれども、

税制の関係とか、要するにお金のところでかなりいろいろネックがあると思うんです。要

するに、私たちは自分で物を所有しないというのが前提で、ただし使えるんだと。そうす

ると物を所有する人はだれかということで、そうすると、物の管理をする人のほうに資産

の価値が行っているわけですので、そこら辺のことが常に私たちが考えている中ではうま

く動かないという発想ばかりが出てくるんです。そんな中で、ほんとうに税制との関係で

突き抜けられると、私たちにとっては何ら今と比べてそれほど大して不自由な生活をする

わけでは全然なくて、先ほど崎田さんがおっしゃったように、全く明るい未来はあるわけ

なんですけれども、だから、そういうところをうまく説明できるといいなと。できない方

向ばかりという声がいっぱい出てきますもので、そのできないというのを突き破る。でき

ないというのをそこでとめてしまうのではなくて、じゃ、どうすれば、どこをどう変えれ

ばというところと結びつけられれば、５年ぐらいではかなり難しいかもしれないですけれ

ども、中長期もありますもので、やっぱり方向性としてはやっぱりそれを東京都も国と一

緒に考えるようなことで進めていっていただけたらいいなと思うんですけれども、ちょっ

と説明が上手にできないんですけれども、大きな問題がやっぱりあると思うんです。私た

ちは受け入れられるのではないかと思うということを言いたかったんですが、それさえク

リアできれば。 

【小泉部会長】  渡邉委員、どうぞ。 
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【渡邉委員】  今の脱物質の話、細田先生をはじめ諸先生がおっしゃったのに関連して、

私も前々回も申し上げたんですが、今、社会が所有社会なんです。一たん自分のものにす

る。自分のものにすること、所有権に価値があるという世の中になっているんです。だけ

ども、それを例えば車一つとってみても、所有権を移転しないままで、利用するだけだ、

借りるだけだ。借りる社会にして、リース料だけ払う。要らなくなったらそれは返すだけ

だよと。ですから、車屋さんがきちんとその際には処分しなさいという文化に変わること

が必要なんだろうと思うんです。そうすると、住んでいるマンションにしろ、大きな固定

資産や何かも、いわゆる借りるんだというような形になれば、使い方も工夫するでしょう

し、それから、それだけ大きいエネルギーは要らないわけですから、ある意味都合がいい

ということで、繰り返しになるんですが、所有社会から賃貸といいますか、リース社会と

いいますか、そのようにものを転換すべきだ。 

 一部やっています。例えば、蛍光管のようなものは、これはうちの蛍光管ですよと言っ

て売って、使えなくなったらまたうちに持ってきてください、うちで処理しますからと。

一部、やっていますから、蛍光管は水銀があるからというようなことを言っていますけれ

ども、あれを水銀とか有害物質がなくても、売るのではなくて貸すというような文化にな

るように、一歩踏み出す。ですから、それにいろいろなインセンティブを与えていくよう

なことを国に提案してみるというのもいいのではないですか、東京から。 

【小泉部会長】  ありがとうございました。車なんかのレンタカーとか、ベッドなんか

も最近はリースとかいろいろございますし、いろいろそういうアイデアもあろうかと思い

ます。ありがとうございます。 

 どうぞ、お願いします。 

【細田部会長代理】  今、渡邉委員がおっしゃったように、例えば車は今、カーシェア

リングが始まったばかりです。レンタルではなくて、まさに会費さえ払っていれば、しか

も別にそれで車が不自由になるとかそういうわけではなくて、もう既にそういうのが始ま

りかけたところなんで、今、ご意見があったように、それを全員にそうしろとか、そうい

うディクテートリアルではなくて、そういう人々がもっと気楽に使えるような社会にする

と、車だけではなくて、おっしゃったようにビルの中の蛍光管管理もそうですし、機能を

エンジョイして、物に関しては責任をとってもらうところが締めて、なるべく物のインプ

ットを少なくする。やっぱり、さっきの入力を少なくする世界に変わると思うんです。そ

れをぜひ、どこかでメッセージとしてこの中に入れたいと思います。 
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【薗田委員】  もう１つ視点としては、長寿命化というところもきちんと入れていった

ほうがいいかと思います。特に建設廃棄物が増えている中で、家が２５年から３５年しか

もたないということ自体がおかしな社会ですので、やはり１００年住宅が１つのポイント

になると思います。例えばそういう長寿命化、家だけではなく、ほかのいろいろな製品に

ついても言えます。フロー社会からストック社会にきちんとしていくことで、長く使える

ものについてはきとんと使うとか。あるいは、これはもう小泉先生の専門かもしれません

が、最近は建築関係で、スケルトン構造という形で、ライフスタイルとかワークスタイル

に合わせて容易に変えられる建築構造も非常に簡易に設計できてきていると聞いておりま

す。そういったものもエコプロダクツの一環かもしれないんですけれども、住宅とかビル

のエコプロダクツ化や、環境配慮型設計も同時に進めていくことができればと思います。 

【辰巳委員】  よろしいでしょうか。環境のいい地域を見にいこうといってドイツやら

スウェーデンをみんな詣でるわけなんですけれども、そうじゃなくて、東京詣でをしても

らえるように、ぜひなるといいなと思います。すみません、それだけなんです。 

【崎田委員】  もう１つ次の視点で、先ほどの資料３の下のほうにエネルギーという言

葉が書いてあるんですけれども、やはり今後ほんとうに京都議定書目標達成計画などで、

今、全国みんなでそういうＣＯ２の視点をきちんと持ちながらやっていこうというときに、

ほんとうにこういう循環の作業の中から出てくる熱とか物をきちんとエネルギーとして活

用していくという新たな広がりというのは非常に重要なことだと思っています。現実には

いろいろなことはもちろん起こっていて、今、油をきちんとバイオディーゼル燃料にして

いこうという話であったり、さまざまな焼却炉であったり、あと廃プラスチックの回収な

どに関しても、徹底的に熱効率を上げた設備にして、熱を回収していこうとか、やはりエ

ネルギーに関して広げていく視点というのは非常に重要だと思いますので、その辺に関し

てもきちんと書き込んでいくということは、ここにも書いてあるとおり、非常に重要だと

思っています。 

【小泉部会長】  最近、ほんとうに石油の原油価格があれだけ上がるとは私も思わなか

ったですし、このままずっと行って１００ドル超えたような時代がもしも来たならば、大

分変わると思うんです。だから、そういう意味では、このエネルギーの視点というのは、

これからかなりよく考えていかないといけないと思います。どうもありがとうございまし

た。 

 そのほかいかがでしょうか。お願いします、どうぞ。 
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【岡本委員】  先ほどから話に出ております脱物質と、これは大変、ぜひそうしたいと

思うんですけれども、そこの問題は、要するにＧＤＰの伸びなりで、それを期待して生き

ている産業があり、それがないと成り立たない産業があるわけですね。おそらくゼネコン

さんもそうだと思うんですけど、そういうのが幾つかあると思います。そういうところは、

いろいろな理屈をつけて使う人に提案をして、例えば建物でもスクラップアンドビルトに

すれば、こういうふうにもうかりますよとか、いろいろな提案をする。そうすると、やっ

ぱりそれはなぜかというと、使う側がやっぱりそういう意識になってしまうから、どんど

んどんどん建物もまだ使えるものも壊していくということなんじゃないか。提案をするの

はいいんですけれども、じゃ、それをやめるにはどうしたらいいだろうか。 

 例えば、一時、最近はやらないと思いますけれども、町役場なんかつくっている、もし

くはだれか社長がちょっとでももうかれば新しい本社をつくる。小さいところであれば、

中小企業であれば、新しい立派な車を買う。何かというと、やっぱりあるレベルまで意思

を決定する社長なり何なりに上りつめた人は、何かというともう名誉欲なんです。だから、

そこら辺の何か意識を変えないと、やはり脱物質といっても需要側がどうしても要求する

から、つくる側はつくるということで、その辺をどうやって断ち切っていくかということ

がなかなか難しいなと。解決策はありませんけれども、やっぱりそこら辺に踏み込まない

と、提案をしてもそれは生きてこないのかなという気がいたします。 

 その辺何かうまい知恵があって、私はやっぱりそれは小さいころからの教育で、そうい

う人が企業のトップになってもやっぱりそういうことをやらないんだよということになら

ないと、なかなか変わらないのかということで、先ほど教育は大事ですよと言ったのはそ

ういう意味なんです。長い目で見て、意思を決定する人がやっぱりそういう形でないと、

なかなか変わらない。都民についても同じだという意味合いで、私としてそれに対して、

こういうふうにしたらいいよとは言えませんけれども、そこら辺はやっぱり考えていく必

要があるかなという意見です。 

【小泉部会長】  ありがとうございます。確かに日本は今までどうも外力によって変革

というのはなされてきたし、これからやっぱり内なる力で変革ができるようになれば、世

界に先がけてリードできる国になると思いますし、ぜひグッドアイデアをちょっとお寄せ

いただいて、そういったものを組み込んでいければよろしいのではないかと思っておりま

す。ありがとうございます。 

 そのほかいかがでしょうか。お願いします、どうぞ。 
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【安井委員】  先ほど崎田委員がおっしゃったことなんですけれども、やっぱりエネル

ギーの話と、それからＣＯ２の話とか、今岡本委員がおっしゃったような話とかになりま

すと、やっぱり環境基本計画というか、その上位の計画との整合性みたいものがやっぱり

結構重要ですね。だから、これはほんとうにどの範囲で書くのかというのがやはり結構重

要な気がいたしました。そのあたりをいつの段階でお示しいただけるのかというのが事務

局に対する質問でございます。 

【中村計画課長】  すみません、では、１つだけ。前回の第１回の部会の資料がお手元

にとじてあると思いますけれども、第１回の資料の資料１に、東京都環境基本計画の基本

理念のところだけ抜き出して書いてございます。前回の資料の１ページ目でございます。

ございますでしょうか。９月９日の計画部会の第１回目でございます。ございますでしょ

うか。 

 少しご説明をさせていただきますけれども、環境基本計画も同じように平成１４年の１

月に同時に策定をされております。そこに３つの丸の下にございますように、基本理念と

しては、健康で安全な環境の確保と持続可能な社会への変革を東京から実現するというよ

うな理念でございまして、それに至る３つの考え方が白丸のところでございます。 

 １つは、東京が直面する２つの環境の危機ということで、都民の健康と生活の安全を脅

かす直接的な危機というものです。もう１つは、都市と地球の持続可能性の危機というこ

とで、この２つにまとめてございます。 

 それからもう１つ、２番目が前回ご説明しましたけれども、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して、環境配慮が内在化された社会システムの実現という

ことで、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するというこ

とでございます。 

 それからもう１つが、汚染者負担の原則に基づき、新たな環境汚染の発生を未然に防止

するということがございます。３つ目が今回の視点、前回は私ども、あまりこの３つ目の

視点を入れていなかったんですけれども、今回入れたらどうかというところでございまし

て、環境政策における東京の責務と可能性というところで、東京の都市活動から生じる環

境負荷の影響は、首都圏全域から広くは地球全体にも及ぶということで、都市環境の早急

な改善に取り組むとともに、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

り組みを開始すべき責務があるというのが３つ目でございまして、前回はこれをあまり強

調していなかったものですから、今回強調させていただこうかと思っています。前回、安
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井委員はいらっしゃらなかったんですけれども、前回のご説明の中で、やはり環境基本計

画は今のところ改定しないという形でございますので、やはりこの環境基本計画の考え方

には私どもの改定の廃棄物処理計画も縛られるというところもございますというご説明を

させていただいたわけでございます。 

 以上でございます。 

【小泉部会長】  この環境基本計画というのは、５年おきぐらいには変わっているんで

すか。しばらくこれはもう変わらないということで。 

【中村計画課長】  今回改定しないということで、まだ時期は明確ではございませんけ

れども、いずれ改定するという形でございます。 

【小泉部会長】  この外枠の中で廃棄物計画をするということですね。 

【中村計画課長】  はい。 

【崎田委員】  今の表の下位計画として東京都廃棄物処理計画で今、話していますが、

これを今度やるときには、循環基本計画とこれと両方に対応するみたいな明確な位置づけ

でやっていただける感じになるのでしょうか。 

【中村計画課長】  総会のときからのご議論もございましたので、私どもはいわば廃棄

物処理計画と循環計画の両方の性格をあわせ持ったものにしていこうかという思いはござ

いますけれども、ただ、具体的にどんな形で示したら、循環計画の性格が持ち合わせるの

かというところは、まだ事務局でも議論を行っていないというところでございます。この

審議会なり部会なりのご議論はやはりそういう性格を持たすべきだというご意見が多ござ

いましたので、その方向で検討しているところでございます。 

【崎田委員】  ありがとうございます。 

【小泉部会長】  そのほか、いかがでしょうか。 

【辰巳委員】  先ほどから何度か出ている脱物質の話は、この基本計画から別に逸脱す

る話では全くないと私は読んだんですけれども、解釈の問題だけだから広くそれをとらえ

れば、全く変な違う方向に向かうという話とは全く違って、まさに同じ方向を向いている

と私には受け取れるんですけれども、いかがでございましょうか。 

【小泉部会長】  この大量生産、大量消費、大量廃棄型の生産と消費のパターンから脱

却ということですからね、まさにね。 

【辰巳委員】  先駆的な取り組みを開始するとか書いてありますから。（笑） 

【小泉部会長】  持続可能性という話とも結びつきますから。 
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【辰巳委員】  そうなんです。 

【小泉部会長】  それはあり得ますね。 

 そのほかいかがでしょうか。崎田委員、どうぞ。 

【崎田委員】  基本理念はもうそれでいいんですけれども、先ほど来の少し項目につい

て話した中に、あまり出てこなかったところで、有害廃棄物のところでＰＣＢとかいうも

のは出てきたんですけれども、もう１点、これからほんとうに、今、産業界が大量に使っ

ている化学物質をきちんとデータを管理して情報を発信しながら、社会の環境リスクを低

減していくという時代ですので、そういう流れの中で、有害というとまたあれですが、化

学物質に関する廃棄とか処理に関して、かなり社会的な関心も高まってくると思いますの

で、産業界のレベルと消費者のレベルと両面なんですけれども、やはりこの辺に関してか

なり視点を厚くしていくことが今後大事だなと感じています。 

【小泉部会長】  ありがとうございます。この有害廃棄物等の「等」という中身ですね。

いろいろあるということですね。 

【崎田委員】  そうですね。ですから、この「等」というところがかなり社会的な関心

というのが広がってきていますので、はい。ＰＲＴＲデータの公表とか、すべていろいろ

なことがつながってきていますし、はい。 

【小泉部会長】  なんせこの地球上というか、人類が編み出した化学物質は二十数万項

目と言われていますから大変な量。毎日のようにどんどん新しい物質が、化学工学とか化

学のほうでつくられてきますからね。そういったものの管理というのはなかなか非常に難

しい問題だと思います。 

【辰巳委員】  ここにアスベストなんて具体的に入れないんですね。 

【小泉部会長】  アスベストですね。 

 どうぞ、渡邉委員。 

【渡邉委員】  ちょっと事務局にお聞きしたいんですけれども、この今回計画をスター

トされるに当たって、私がちょっと危惧していることがありますので、教えていただきた

いんですが、いわゆる廃棄物の予算というのが国の全体で見ても相当のところを占めてい

るんです。ですから、自治体にしても同じだと思うんですけれども、かかっている予算で

す。そういう中で、今まで廃棄物の処理施設にウエートをかけてばんばん燃やす設備を、

ダイオキシンの事件以来、国は一生懸命、焼却炉をぼんぼんつくるようになった。今度、

設備が余っているから、他のも燃やしてもいいよというような施策に変わってきている。
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そういう中で、去年、おととしあたりから、去年かな、いわゆる国と自治体との関係で三

位一体の改革という中で、国からもらうお金とか、自前でしなくてはいけないということ

の関係の中で、この処理計画が予算や自治体が自主的にいろいろやっていく上に及ぼす影

響なんていうのは何もないのかどうか、都民の１人として、ぜひ聞きたいと思っておりま

す。つまり、これだけのお金だよと。あとは自分でやれよというような形のようにもちょ

っと見えるんだけど、三位一体というのは国が補助金の縛りを少し外すけれども、自分で

やれよということだけれども、そういうことで東京都やこの計画に及ぼす影響はないもの

かどうかを、ぜひお聞きしたいと思っています。 

【吉積一般廃棄物対策課長】  三位一体の関係でございますけれども、国のほう、環境

省と地方とでは考え方が異なっておりまして、廃棄物処理事業施設整備費だと思いますが、

それについては地方６団体の共通の要望事項は税源移譲でございます。これは今回の地方

６団体からの要望でも再度念を押されたと、新聞報道で確認してございます。 

 では実際、国はどういう対応をしているかということでございますが、今年度から今、

渡邉委員がおっしゃる三位一体改革の中で、環境省は交付金化をしてございます。交付金

化ということで、予算額はほとんど変わっていないと思います。１,０００億ちょっとぐら

いのオーダーだと思います。国の考え方は使い勝手をよくするということと、基本的には

いわゆる３Ｒに資する事業を対象としています。離島は除きますが、単純焼却のようなも

のは認めませんよと。先ほど出ていた熱回収をするとか、そういったものがない限りはだ

めですよといった縛りをかけまして、３Ｒに資するものに対して、従前どおり支出されま

す。若干率はちょっと下がっている部分はございますけれども、基本的に３分の１という

補助率になっております。ですので、今の渡邉委員のご質問に対しては、交付金化という

中ではそれほど財政上の問題はないものと考えております。 

 以上です。 

【小泉部会長】  ありがとうございました。 

【渡邉委員】  ちょっとすみません、今のことでもうちょっと教えてください。 

 今の話は新聞や何か出てきている循環型社会形成推進交付金制度のことですか。 

【吉積一般廃棄物対策課長】  そうでございます。 

【渡邉委員】  そうすると、プランニングをしっかりしないとお金を出さない。ものに

やるというより、どちらかというと、ソフトとして効率が上がるようにするものだけあげ

るんだとしているけれども、東京都としては別にそれで支障を来すようなことはないとい
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うことと理解していいんですね。 

【吉積一般廃棄物対策課長】  実務的にはないと考えております。ただ、手続き的には

今までは施設の整備計画を出せばよかったんですが、これから３Ｒに資するということな

ので、正式にはちょっと忘れましたが、地域計画というものの策定が義務づけられまして、

どういった発生抑制をやるんですかなどということを一応書いて、それを付加して、それ

に資する事業として、今後５年で、施設整備を進めますといったような構成になって手続

きが進められる。あと、環境省と事前に会議をやって、意見交換をして、それを踏まえて

当該市町村か一部事務組合でも結構でございますけれども、計画書を出していく。認定さ

れれば、交付金の支出が受けられるといった仕組みになっております。 

【小泉部会長】  よろしいですか。 

 そのほかいかがでしょうか。 

 きょうは第２回目ということで、最初前半は課題の整理ということでご意見を伺って、

後半は計画の基本理念ということで、かなりいろいろ積極的なご意見をいただけたと思い

ます。それで、私自身、特にこの課題の中の６つのうち、廃プラスチックのリサイクルの

促進につきましては、ぜひ細田先生の委員会で出てきた成果を、こういった中に組み込ん

でいければと思っておりますし、有害廃棄物の管理の徹底というのはＰＣＢとかいったも

のを受けて、逆に東京都はどちらかというと、産廃等を外へ依存している部分が多かった

わけですが、逆にこういった処理の難しいものについては受け入れるという方向性でござ

いますので、この辺もしっかり管理の徹底はやっていかなくてはいけないと思っておりま

す。 

 私は一番、６番目の廃棄物・リサイクルビジネスの健全な発展といいますか、これが何

とか、前回もお話ししたんですが、東京のように集約した地域は一番やりやすいはずなん

です。いろいろ研究を進めていて、ネックになりますのはどうも静脈物流の輸送コストが

最後にきいてきてしまうんです。いろいろなエネルギー問題、コストの面をいろいろ考え

ていったときに、それがネックになるんです。そうしたときに、この東京というエリアは

非常にそれが集約されていて、高密度に人口もいるわけで、そういった中での廃棄物、廃

棄物という言葉がそろそろ循環資源という言い方になっていけばいいと思っているんです

が、そういった静脈産業的なリサイクルビジネス、そういったものが発展していくと、非

常に世界に向けてかなり発信できるのではなかろうかということで、特に６番目について

は、私も期待しているところでございます。 
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 きょう、いろいろご議論いただいた中で、脱物質というキーワードをどのようにうまく

こういった今後の計画の中に埋め込んでいくのか。それを実際的にどういうふうに具体的

に、そういったものを実現していくのか。非常に難しい問題と思っておりますが、ぜひと

もその辺、次回の第３回のときには、少しご検討いただいて、この場で議論していければ

と思っております。 

 今、申し上げましたように、第３回ということでは、少し内容を具体的にしていただい

て、少し今後の施策の方向などについて議論させていただければと思っておりますし、第

３回目がちょっと山場を迎えますが、第１回、第２回、大変皆様方に貴重なご意見をいた

だきまして、そういった中で第３回目の山場のところの審議を、ぜひ次回進めていきたい

と思っております。 

 大分、予定の時刻も近づいておりますが、ほか何か、きょうご意見、あるいはご質問等

ございますでしょうか。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

了したいと思います。事務局から何か連絡事項はございますでしょうか。 

【中村計画課長】  １点だけ、連絡させていただきます。今、部会長からございました

ように、第３回の計画部会でございますけれども、まだ日程調整ができておりませんで、

１１月に開催したいと考えてございます。詳細の日程、あるいは開催場所につきましては、

調整の上、委員の皆様方にご連絡を申し上げたいと思います。なお、机上に今後のご予定

をお知らせいただくための日程調整表をお配りいたしておりますので、ご都合の悪い日に、

バツをつけていただきまして、そのまま置いていただければと思っております。 

 以上でございます。 

【小泉部会長】  ありがとうございました。それではこれをもちまして、第２回計画部

会を閉会いたします。本日はどうもありがとうございました。 

 

―― 了 ―― 


