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日時：平成 17 年 11 月 24 日（火）午前１０時～ 

             場所：東京都庁第一本庁舎４２階北側 特別会議室Ｂ 
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東京都廃棄物審議会 第３回計画部会 

平成１７年１１月２４日 

 

 

【小泉部会長】  皆様、おはようございます。一応、１０時定刻ということでございま

すので、細田先生はまだちょっと、おくれていらっしゃるようなんですが、始めさせてい

ただきたいと思います。 

 第３回計画部会ということで、これから開催いたします。本日はお忙しい中、朝早くお

集まりいただきまして、まことにありがとうございます。 

 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】  初めに本日の出欠状況についてお知らせさせていただきます。黒川

委員、崎田委員、野口委員、広瀬委員、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。また、細田部会長代理はおくれていらっしゃると伺ってお

ります。ただいまのご出席の委員数は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。会議次第、それから座席表、委

員名簿、これが１枚ずつでございます。それから資料集、これはとじたものでございます。

それから、別添といたしまして、カラー版になっています「新たな廃棄物処理計画の体系

イメージ（案）」ということで、Ａ３のものがございます。それから、参考資料でカラー版

の「今後の産業廃棄物対策」でございます。それから、委員の皆様方には日程調整表をお

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。 

 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

理計画の基本理念のまとめと、今後の施策についてでございます。まず基本理念につきま

しては、前回の部会でのご意見を踏まえまして、内容を確認したいと思っております。そ

して、今後の施策につきましては、幾つかの施策の柱ごとに整理した議論が必要かと考え

ております。施策の論点は多岐にわたりますので、審議の時間を前半と後半とに区切って

進めたいと思っております。まず前半で、基本理念の確認と、発生抑制、それからリサイ

クルの施策の議論をいたしまして、後半でその他の施策の議論を行うことにさせていただ
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きたいと思います。 

 それでは、事務局から資料の説明をお願いしますが、まず本日の審議内容に先立ちまし

て、先般、今後の産業廃棄物対策について記者発表したと聞いております。本日の審議内

容にも関連すると思いますので、まずはこの説明をお願いしまして、引き続き本日の議題

の前半部分についての資料説明をお願いしたいと思います。 

 それでは、よろしくお願いいたします。 

【中村計画課長】  では、座って失礼させていただきます。 

 まず最初に、「今後の産業廃棄物対策」というカラー版のものでございますけれども、そ

れをごらんいただきたいと思います。 

 現在、この審議会でご審議中でございますけれども、１７年度から始めるもの、あるい

は着手しているものにつきまして、当面の方針として発表させていただいたものでござい

まして、１１月１１日に公表したものでございます。今後の産業廃棄物対策の柱を３本立

てまして、１つは有害廃棄物の都内処理体制の確立、それから２つ目が不法投棄対策の強

化、３つ目がリサイクルの推進という形で出させていただいております。 

 一番左側の有害廃棄物処理のところでございますけれども、約６割が他県に排出されて

処理、処分されているということで、有害廃棄物の都内処理体制を確立していこうという

ことで、３本載せてございます。まず１つはアスベスト廃棄物、吹きつけアスベストでご

ざいますけれども、飛散性のものにつきましては、セメント固化したものを都の処分場で

受け入れていくということが１点でございます。それから感染性廃棄物につきましては、

スーパーエコタウン事業で現在、感染性廃棄物の処理施設が建設中で、来年８月に稼働予

定でございまして、これができますと、都内から排出される感染性廃棄物を全量処理でき

る体制ができるということでございます。それとともに、また後でご説明しますけれども、

今年から開始しておりますＩＣタグによる追跡管理の事業も順次拡大していくということ

でございます。また、ＰＣＢ廃棄物につきましては、おとといでございますけれども、２

２日に処理施設が開業いたしまして、いよいよ処理が始まっております。この処理施設で

１都３県分のＰＣＢ廃棄物を１０年間かけて処理するという形でございます。 

 それから、対策２の不法投棄対策の強化でございますけれども、１つ目は、これは知事

から１６日に八都県市の首都圏サミットで提案いたしました。建設廃棄物の総合管理の仕

組みを八都県市から国に提案していこうということで、まず都から八都県市に提案いたし

まして、八都県市で検討した後に国に提案していくというものでございます。それととも
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に、来年度、私ども都独自の実証実験も行っていきたいということでございます。それか

ら、前回の審議会でご審議いただきました、産業廃棄物の排出事業者・処理業者の報告・

公表制度は９月から施行されておりまして、現在、第１回目の報告をいただいているとこ

ろでございます。これについては、今後速やかに、まず第１回目の公表をしていくという

段階でございます。それから、ＩＣタグは再掲でございます。 

 ３番目のリサイクルの推進でございますけれども、１つは廃プラスチックのリサイクル

ということで、現在、細田部会長代理に座長になっていただき、廃プラスチックの関係の

研究会を立ち上げてご議論いただいておりまして、それに従って廃プラスチックのリサイ

クルを進めていこうということでございます。それから、建設泥土につきましても、最終

処分量が非常に多いということで、建設資材としてリサイクルしていこうということでご

ざいまして、これが当面の私どもの産業廃棄物対策の方針ということで出させていただい

たものでございます。 

 これが今回の計画の中にも当然入っていくという形でございますので、まずご説明させ

ていただきました。 

 それでは内容でございますけれども、Ａ３の「新たな廃棄物処理計画の体系イメージ」

と、つづりの資料になっております資料集、両方を見比べていただきながらご説明させて

いただきます。 

 前回、６つの主要課題、それから基本理念までご審議いただきまして、まずそこのとこ

ろでございますけれども、基本理念は循環型社会への変革ということで、これは変わらな

いということでございますけれども、資料集でいいますと、１ページから基本理念を書い

てございます。ここはちょっと長々と文章を書いてしまいましたので、イメージのほうで

ご説明させていただきますと、まず循環型社会のあり方として２点入れてございます。ま

ず、地球規模の視点に立って、廃棄物等の３Ｒを推進して、天然資源の消費量と廃棄物の

排出量を抑制するというのが１つでございます。それからもう一つは、廃棄物の処理過程

においても、環境リスクを最小限に抑えて、安全・安心に暮らせる生活環境を実現する。

この２つが循環型社会のあり方という形で本文のほうにもまとめてございます。 

 それから、計画の推進方策のほうでございますけど、３点まとめさせていただいており

ます。まず１つは、都民、ＮＰＯ、産業界等と連携し、日常生活や産業活動のスタイルを

見直していくというのが１つでございます。それから、区市町村が推進する一般廃棄物の

減量・リサイクル施策や首都圏自治体の取り組みと、相互に協力・連携していくというの
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が２つ目でございます。それから３番目が、東京の都市活動から大量の産業廃棄物が排出

されることから、都の果たすべき責任を認識して、先導的に産業廃棄物対策に取り組んで

いくというのを３つの柱にしてございます。 

 これが資料集の１ページ、２ページでございますけれども、これをここに記載している

という形でございます。前回の脱物質化等の議論もございましたので、それも踏まえて、

この辺は修文してございます。後でまたご確認いただければと思っております。 

 それから、体系イメージ図のほうで、前回、長期的な課題もあるということで、施策の

目指すべき方向と、それから計画期間中の目標、両方でいこうというご議論もいただきま

したので、それを記載しております。イメージのほうの真ん中辺でございますけれども、

柱を３本立ててございます。 

 １本目は、発生抑制・リサイクルの促進、省資源化の促進というところでございまして、

中長期的に見た施策の目指すべき方向としては２点挙げてございます。まず、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必要だろう、こういう方向だろうと

いうことでございます。それからもう一つは、それとあわせて、事業者の自発的取組を促

進をする仕組みづくりを行政として、していくべきだという２点を方向として挙げてござ

います。 

 それから、真ん中の廃棄物処理・リサイクルに係る環境リスクの軽減というところで、

今度は廃棄物の適正処理に向けた都民、事業者等の社会的責任の徹底という方向、それか

らもう一つは、廃棄物の流れを透明化して、追跡管理する仕組みをつくっていくという２

つを挙げてございます。 

 それから、３番目の健全な廃棄物処理・リサイクルビジネスの発展ということで、循環

型社会への変革を実現するための役割を担い得る健全な廃棄物処理・リサイクルビジネス

を発展させていくという中長期的な方向でございます。 

 これらを踏まえて、計画期間中の目標として、まず数値目標を設定させていただくのは、

一般廃棄物・産業廃棄物の最終処分量の数値目標を設定していくという形にしてございま

す。 

 それでは、それを踏まえまして、資料集の３ページからご説明させていただきます。今、

座長からございましたように、３本柱のまず１本目をご説明させていただきまして、それ

も含めてご議論いただきまして、柱の２本目、３本目をまた後でご説明させていただくと

いう形にしたいと思っております。 
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 柱の１本目でございますけど、発生抑制・リサイクルの促進ということで、そこの網か

けのところにもありますけど、生産及び消費活動の各段階において、資源の利用量を抑制

する省資源化の取り組みの促進を図るというのが柱の１本でございまして、前回、前々回

にご議論いただいた主要課題を踏まえて、一番下のところが施策の目指すべき方向でござ

います。今申し上げた２点を入れてございます。それから、埋立処分量の削減の目標は、

これは全体に係るものでございますけど、とりあえずここに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、具体的な施策でございます。体系イメージと比べながら見ていただければ

と思いますけれども、柱の１本目の具体的施策は３つに分けてございます。発生抑制の促

進、産業廃棄物のリサイクル促進、一般廃棄物のリサイクル促進、この３つでございます。 

 まず発生抑制でございますけれども、２本立てまして、容器包装廃棄物の発生抑制の促

進と、建設廃棄物の発生抑制の促進と、この２点でございます。いろいろ資料をお付けし

ましたけれども、容器包装廃棄物につきましては、４ページでございますけれども、そこ

に星印を３つつけてございますけれども、多量に容器包装を利用する事業者に利用量の公

表を求めるなど、事業者の取り組みを社会全体で促していく、そういう仕組みづくりを進

める必要があるだろう。 

 ただこれは、私どものほうで、右側の５ページに７つの提案というのを載せましたけれ

ども、この７つの提案の中の３つ、発生抑制にかかわるところの提案１から３を参考とし

て載せてございます。国のほうで今、容器包装リサイクル法の審議をされておりまして、

東京都の私どもと、それから６２の区市町村をあわせた自治体連絡会として、７つの提案

を昨年１１月に出させていただいておりまして、そこから抜いたものでございます。国の

産業構造審議会、中央環境審議会の中間のまとめまでは、私どもの容器包装の利用量を報

告・公表する制度をつくるべきだというところを入れていただいておりますけれども、辰

巳委員も参加されておりますけれども、まだ容リ法の審議がどうも先が見えないというこ

とでございまして、ここのところは、私どもの取組も容リ法の審議にもよっていくのかな

と考えてございます。 

 それから星の２番目は、八都県市で今年度の取組として、容器包装ダイエット宣言とい

う取組をしました。これは４ページの下のところにつけてございます。八都県市でウェブ

サイトを持っておりまして、そこに登録した事業者、一定の容器包装の発生抑制の取組を

した事業者の取組事例を紹介する、それからもう一つは、そこにございますロゴマークを
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使用することができるというような、すぐれた取組を評価する一つの手段として、八都県

市で共通で取り組んだものでございます。これも既に始めておりますので、こういう形を

通じて、２番目の星印にありますように、消費者に事業者の取組を伝えていくということ

も大事かなと思っております。 

 それから、もう一つはやはり、リターナブル容器等の使用拡大を促していくという施策

も一つあろうかと思います。 

 それから、建物のほうでございますけれども、これはなかなか難しゅうございまして、

現行の計画でも入れておりますけれども、やはり発生抑制を図るには、建物の長寿命化等

が必要だということで、必要な方策を検討していくという形にしてございます。 

 続きまして、６ページでございます。２本目が産業廃棄物のリサイクル促進ということ

で、これは先ほど申し上げましたように、右側の７ページにございますように、事業系プ

ラスチック資源リサイクル研究会、細田部会長代理に座長になっていただきまして、現在、

検討を進めていただいているところでございまして、そこの上のほうにございますように、

産業廃棄物でございますが、都内から廃プラスチックが５０万トン出ている中で、８０％

が埋立処分されているという状況を、何とか上の資源化のほうに持っていく仕組みをつく

っていきたいというところでございます。 

 現在、下のようなシステム、（案）と書いてございますけれども、これについてご検討い

ただいているところです。東京の場合はプラスチックを消費するところが、こういうビル

とか建設現場とか、非常に小口のところで少量ずつ出てくるという問題がございますので、

いかに収集していくかというところが大きな課題になります。それからもう一つは、排出

事業者さんにリサイクルを原則化するようなルールをお示しして、取組をしていただく必

要もある。それから、排出事業者と、それからリサイクルする素材メーカーとの間をどう

つなぐかというところを、今ご検討いただいております。ご検討の結果を踏まえて、計画

の中で私どもが仕組みを普及拡大していくということを掲載させていただいております。 

 続きまして、８ページでございます。８ページは、今度は、建設泥土の有効利用の促進

ということでございますけれども、これにつきましては、星印３つございますように、基

準を満たしたものについては一定の規制緩和をして、工事間利用、あるいは最終処分場の

覆土等として有効利用していこう、利用先も拡大していこうという方向でございます。 

 続きまして、１０ページでございます。今度は一般廃棄物のリサイクルの促進というこ

とでございまして、まず１つ目は、前回の答申でもいただいたように、プラスチック廃棄
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物のリサイクル促進ということで、区市町村の取組の支援を行っていくと。区市町村にお

きましても、今、第４次分別収集計画も立てて、１８年度以降の計画を立てられています

けれども、ペットボトルはほとんどの自治体で回収しておりまして、その他プラスチック

製容器包装についても大分計画を立てている自治体が増えてきているというところでござ

います。またサーマルリサイクルにつきましても、２３区では平成２０年度までにサーマ

ルリサイクルを進めていくという方針を立てましたので、それを支援していくという形で

ございます。 

 それから、それ以外に区市町村に対する技術的支援がたくさんございます。区市町村の

場合は、プラスチックだけではなくて、さまざまなリサイクルをしていくということで、

あるいは家庭ごみ有料化という、リサイクルだけではなくて、発生抑制にも効くような施

策もやられているところでございますので、これらの施策の促進を図っていくということ

でございます。 

 以上が、全体の基本理念と施策の目指すべき方向、それから計画期間中の――すいませ

ん。もう一つ、目標についてご説明させていただきます。２１ページでございます。「計画

の目標設定について」ということで、資料３をお示しさせていただいております。先ほど

申し上げましたように、最終処分量の削減ということで、一般廃棄物と産業廃棄物の計画

目標値の試算を出させていただいております。きょうの段階では、申しわけございません

が、あくまで試算ということで、目安というふうにしていただけたらと思います。と申し

ますのは、後で申し上げますけど、今後、区市町村の意見も聞かなければいけないという

ことと、１６年度の排出量の実績もまだ出ておりませんので、その辺も加味した上で目標

値を再精査する必要があるということでございまして、あくまで今日は目安ということで

見ていただければと思っております。 

 まず一般廃棄物でございますけれども、平成１５年度の実績が、ごみの排出量が５４５

万トン、最終処分量が９１万トンでございます。これを２２年度に、排出量は５９０万ト

ンぐらいになるだろうということで、最終処分量を４０万トンに落としていくという計画

にしたいと思っております。落とす内容でございますけれども、発生抑制で２０万トン、

資源ごみ収集で９０万トン、ごみ処理過程での資源化で４０万トン、それから中間処理、

焼却等による減量で約４００万トンという形でございます。 

 続きまして産業廃棄物でございますけど、排出量は１５年度で２,３５８万トンでござい

ますけれども、予測で大体２,５４０万トンぐらい２２年度に出てくるだろうというところ



 -9-

で、そこから資源化量９１０万トン、それから焼却・脱水等による減量１,５００万トンを

考えまして、約１３０万トンの埋立処分量にしたいと思っております。 

 これを２つ合わせますと、最終処分量の総量は約１７０万トンということで、循環型社

会形成基本計画におきましては、廃棄物の最終処分量は、一番下にございますように、平

成１２年度からおおむね半減という目標が掲げられておりまして、これもクリアできるか

なという形で今考えてございます。 

 それからあと、その次の２２、２３ページは、今申し上げた予測の中身を粗々に書いて

ございます。まず２２ページの一般廃棄物の予測でございますけど、ごみの発生・排出量

の予測につきましては、家庭ごみと事業系ごみに分けて予測しているという形でございま

す。家庭ごみは、前にお示ししましたように、人口が増加するということで、予測人口を

乗じて家庭ごみの発生量を試算しております。また事業系のほうには、これも東京の経済

成長が少し上向きになってきているということで、年率２％で増加するという想定で試算

してございます。 

 それから発生抑制量は、これは容器包装リサイクル法の改正動向にもよりますけれども、

約２０万トンという形で見込んでございます。 

 それから、資源ごみ収集等の排出抑制、リサイクルのほうでございますけれども、まず

１つは事業系ごみのさらなるリサイクル。それから、先ほど申し上げましたように、区市

町村のその他プラスチック製容器包装の分別収集の拡大。それから、これもちょっと量的

には少のうございますけど、家電リサイクル法もこれから改正されるだろうということで、

粗大ごみの減量、その辺を見込んで約９０万トンとしてございます。前にもご説明しまし

たように、区市町村の資源回収はもう横ばいというか、かなりのレベルまで来ているとい

うことで、これからあまり大幅な増加は見込めないだろうという想定でございます。 

 それから、ごみの処分量のほうでございますけれども、２３区、多摩地域も一部ござい

ますけども、焼却灰の溶融施設、それから多摩地域のエコセメント化施設が稼働するとい

うことで、これについては焼却灰の資源化が進むということで、ごみ処理過程における資

源化量を約４０万トンと見込んでおります。 

 また、先ほど申し上げましたように、廃プラスチックにつきましても、２３区で平成２

０年度からサーマルリサイクルを開始すると、これは予定されておるということも踏まえ

まして、ここについてはかなりの減量が図れるのかなということで、最終的には埋立処分

量は約４０万トンの達成を目指すとしてございます。 
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 それから産業廃棄物のほうでございますけれども、排出量につきましては、１つは、前

回の計画、現行計画でもありましたけれども、昭和４０年代、高度成長期の建築物が更新

期を迎えるということで、建設廃棄物の排出量が年平均５％程度増加するということで予

測してございます。また建設泥土につきましては、今後とも高速道路等の建設工事が進む

ということで、ほぼ横ばいの排出量を見込んでございます。それから製造業につきまして

は、先ほどと同じように、景気回復傾向ということで、年率２％で増加すると想定してい

まして、２２年度に２,５４０万トン排出されるだろうという予測をしてございます。 

 再生利用量のほうは、廃プラスチックのほうは埋立処分量ゼロを目指していくという形

です。それから泥土のほうは、公共工事等で積極的に活用していくことを踏まえまして、

再生利用が大幅に拡大していくと想定してございます。これらから、資源化量を約９１０

万トンというふうに拡大ということで、埋立処分量の計画目標値は約１３０万トンを目指

すと想定してございます。 

 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、ただいま説明がありました前半部分の審議に入りたいと思います。これまで

の部会で、Ａ３判の資料にございますように、新たな廃棄物処理計画の体系イメージ（案）

ということで、左側の６つの主要課題、それから、上３分の１にございます基本理念につ

いて審議してまいりました。そこで本日は、前回、物質の消費に依存の社会を見直すべき

だといった意見も寄せられたことで、事務局で修正案として出された基本理念を確認した

上で、中段の施策の見直すべき方向と、資料３に示された計画の目標についてご審議いた

だきまして、さらにその下の具体的な施策について考えていきたいと思っております。施

策の柱の２と施策の柱の３につきましては、後ほど別途時間を設けますので、そこまでの

部分については、イメージ（案）を中心に、計画目標の立て方も含めて、ご議論あるいは

ご意見をお願いしたいと思っております。 

 それでは、一応、この別添資料の基本理念あるいは施策、左側の柱の１番目のところ、

そこのところについて、ご質問あるいはご意見等を賜りたいと思います。どうぞよろしく

お願いいたします。 

 じゃ、辰巳委員どうぞ、お願いします。 

【辰巳委員】  まとめて話せなくて、とりあえず思いついたことを話させてください。

すいません。 
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 まず、中長期的なとかと書いていて、そこら辺の数値が、先ほどの削減計画のところで

は処理量はちゃんと、二千何十年でしたっけ、出ていましたけれども、全体のところでも

う少しやっぱり目標値というのは入らないのかな。とりあえずは、いつごろまでのことを

考えていますか。そんなふうなことが入ったほうがわかりいいかなとちょっと思ったりし

たんですけれども。漠然と、今後とか当面とか、わりあいそういうふうなイメージがある

んですけれども、そのあたりは難しいんでしょうか。 

【小泉部会長】  いかがでしょうか。 

【中村計画課長】  前回の計画は、ある程度目安とした数字を入れてみたんですけれど

も、今回はまず２２年度までのしっかりした数字を出そうということが一つございました。 

【辰巳委員】  そういうので、だから、全体の方向としても、そのあたりを目標、とり

あえずそこまで見ているんだという、どこら辺までを見ているのかなというのがちょっと

わかりにくいかなと思ったので、そういうのは入らないのかなと思ったんですけれども、

そういうのは、具体的な数値で押さえるところで入りさえすれば、全体の理念としては要

らないのかどうかという話なんですけれど。 

【渡邉委員】  関連でいいですか。今の話は、私はかねてから思っているんですけども、

計画の数値の前提となるには、的確な統計数値あるいは実質数値というのが基本になると

思うんです。それで、実は環境省関係、おそらく東京都も同じなんでしょうけども、環境

の統計あるいは情報の充実が叫ばれていると、私はこの間、ある勉強会で聞いてきたこと

があるんです。というのは、環境関係の仕事をやっている分野に関しては、農林省なんか

と比較して、著しく人数、スタッフが足りない。情報も、言葉は悪いんだけど、一生懸命

頑張っているにもかかわらず、おろそかであるというか、スタッフが十分確保できないと

いうような話もありまして、環境省でも来年度予算に大幅にそういった予算を見込むんだ

なんて話を言っていたのを、せんだっての勉強会で聞いた経緯がございます。それで、こ

れは環境省でも言っておられるので、この数値についての私はとやかくのことではないん

ですが、国でもそういうことをようやく声を上げたようですから、来年度の予算要求にも

盛られているようです。この８月に発表になった概算要求の中にも、環境の情報が的確で

ないというか、おくれている。おくれたもので計画するんだから、的確でない。また悪循

環になる。国のレベルでも同じですから、おそらく自治体でも同じなんじゃないかなと私

は個人的に思っているんですが、そういった感じを持っています。この際、その辺のとこ

ろ、東京都の場合はどうなんだかというのを事務方にお聞きしてみたいという気もあるん
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ですが、いかがでしょうか。統計の情報とか数値のとり方なんていうのは、スタッフは充

実していて、記録というようなものは十分あるんでしょうか。 

【辰巳委員】  ついでに同じことで、私も印をつけていたので。先ほど資料３でご説明

いただいたときに、１５年度の実績で、内訳がここには出ていないんです。２２年度の目

標値のところには、発生抑制でこのくらいという目標値が出ていますけれども、だから私

も、例えば一般廃棄物、ここで５,０４５万トンから９１万トンまで減っている、その現状

もここに並べていただいたら、今このくらいで、目標値をこのくらいに持っているという

のが、やっぱりおっしゃるように、今の状態を見て比較していくというのがわかりいいか

なと、それもちょっと思っていたんですけれど、きっとあると思うんですけれども。 

【中村計画課長】  まず数値につきまして、一般廃棄物につきましては区市町村がまず

統計をとります。その統計を私どもで集計させていただくというのが一つございます。こ

れはごみ量もそうですし、資源化量も同じでございまして、ですから、それについてはき

ちっとしたデータも出てくる。産業廃棄物につきましては、全部を調べるわけにいきませ

んので、ある程度サンプリングしたような形で調査を毎年やっております。それで、推計

値を私どもは使っているという形でございます。ですから、もちろん精度はございますけ

ども、私どもとしてはその数値をもとに計画なり仕事をしていくという形にならざるを得

ないかなと思っております。 

 それから、辰巳委員からございました１５年度の数値は、２２ページ、２３ページには、

括弧書きで入れさせていただいております。 

【辰巳委員】  そうなんですか、すいません。 

【中村計画課長】  例えば２２ページの一般廃棄物でいきますと、（ウ）のリサイクルの

量は、１５年度でいきますと８２万トン、これを９０万トンと想定したと。あるいは、ご

みの中間処理過程の資源化は、１５年度は約１０万トンですけども、これは非常に増える

という想定で４０万トンにしたと。すいません、こちらのほうに入れてしまいましたので、

よろしくお願いいたします。 

【細田部会長代理】  今、重要な論点が出て、渡邉委員がおっしゃったように、私もか

ねてからいろんなところで、廃棄物、静脈系と言ったほうがいいんでしょうけど、未利用

資源、廃棄物という言い方は狭くなってしまうので、静脈系のデータがやはりまずおくれ

る。大体、動脈系だと速報が出てきたりする。そこまでは求めないんですけど、非常に遅

い。それから粗い。例えば貿易統計についても、中古品かそうじゃないかの区別がつかな
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い。それから、港湾統計で静脈系というのは５品目しかない。これでは細かい、例えば東

京都からどれぐらい移出されているのか移入されているのか、移入は少ないと思いますけ

ど、そういうこともわからないので、この際、ちょっと本質でどのぐらいヒットするかは

わかりませんが、やはり東京都が廃棄物のデータというものの少し充実を深めて、それを

こういう５年間の策定に生かすということをもっとやっていくべきではないかな。あるい

は、静脈系データ集なるものを東京都が率先して出してしまうとか、市民がそれにアクセ

スできるような形にしておくと、変動もよくわかると思うんです。おそらく、自治体の中

でそれができるのは東京都じゃないか、都道府県の中でできるのは東京都じゃないかと思

うので、今の意見のサポートとしてお願いしたいと思います。 

 それからもう一つ、辰巳委員のことからいうと、２２年の目標がありますので、それか

らバックキャスティングといいますか、２２年がこうなんだから、フォアキャスト、今の

案で将来を見通すんじゃなくて、２２年がこうだと、我々がつくっている計画の５年はど

うするのかという逆向きのことが少しあると、ほんとうはデータがあると、あまり無責任

なことは言えないからあれなんでしょうけど、２２年がこうだと５年後はこうだみたいな

ことがあるとわかりやすいかなと思います。 

 それから、ついででもう少し、ごめんなさい。最終処分量について、私は非常に、なか

なかやっぱり都はコンシステントにつくっているなと思いましたけど、もう一つ、資源循

環率と、それから再生資源利用率でしたっけ、それは国の目標と比べてどうなのか。実は

東京都は、資源生産性が多分えらく高くなっちゃうんです。というのは、東京都は第３次

産業がものすごく多いし、物質的なものの移入が少ないわりには付加価値が大きいので、

もしかしたらこれはかなり大きくなってしまうか、もう既に国のあれを満たしてしまうか

もしれないので、すぐ比較できないかもしれませんけど、最終処分量以外のこういう国と

の計画のコンシステンシーがあれば、辰巳委員のおっしゃったようなところは、また見え

やすくなるのかなと思います。 

 以上です。 

【小泉部会長】  どうもありがとうございました。じゃ、事務局で。 

【中村計画課長】  今の細田部会長代理のご指摘ですが、すいません、説明しませんで

したが、２５ページ以降で参考に、国の循環計画の指標、この２つをなぜ入れなかったの

かというところを示させていただいております。委員からございましたように、資源生産

性と循環利用率、これは国の循環計画の指標にはなっておりますけれども、今回、都の計
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画の指標にはなじまないんではないかということで入れておりません。 

 資源生産性のほうは、ＧＤＰと天然資源の投入量という形でございますけども、ご案内

のように、都内は第３次産業が非常に多い。それから、第２次産業も本社機能がほとんど

だということで、天然資源の投入量はあまりカウントされない、ＧＤＰは上がるというこ

とで、全国レベルで言うとこの指標は使えますけど、やっぱり都内では少し使いにくいの

かなということで削ってございます。 

 それから、循環利用率のほうも、こちらのほうも第２次産業の占める割合が非常に低い

ということで、天然資源の投入量のところが非常に効かないという形になります。もう一

つは、東京の場合は、建設廃棄物もそうなんですけども、ストックが大量に蓄積されてい

て、フローのほうではないということもあって、この利用率をそのまま当てはめるのも、

東京に限っていうと、やっぱりなじまないのではないかということで、この２つは外させ

ていただいているというところでございます。 

 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す。 

 それでは、中田委員、どうもお待たせしました。 

【中田委員】  やっぱり数値に関してなんですけども、最近、横浜市で廃棄物の削減を

達成したというのを聞きまして、先月でしたっけ、リサイクルデザインフォーラムという

ところに出かけていきまして、廃棄物とリサイクルに関する子供たち中心のイベントだっ

たんです。すばらしかったんですけども、横浜市のホームページを見てみますと、ごく最

近の廃棄物の量とかがグラフになって、すごくわかりやすく出ているんです。ホームペー

ジがとても充実していて、なぜこういうふうに分別しなければいけないのかとか書いてあ

って、大変すばらしいなと思っています。東京都のほうではなかなか最新の数値というの

は出しにくいのかもしれませんけれども、例えば会社なんかですと、早く出せということ

で一生懸命して、例えば前年度とか、そういった数値を出すわけです。ですから、なるべ

く早く数値を出していただきたいなと思いました。 

 あと、リサイクルデザインフォーラムに行ったときに、ついでで話すんですけども、子

供さんたちの絵がいっぱい張ってあって、その絵の中に、３Ｒというところでチェックす

るようになっていて、３Ｒのどの話をかいたのか、絵がかいてあって、うちのおばあちゃ

んはとか、いろんなことがかいてあるんです。物を大事にしようだとか。それを見て、も

う涙が出そうな感じだったんですけども、東京都のほうでもそういうふうに、子供さんで
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もわかる、もちろんおばあちゃんでもわかるように広げていってほしいなと思いました。 

 以上です。 

【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】  ちょっともう一つだけいいですか。中村課長のご説明は、私はそ

れはそれでいいと思うんです。そのとおりだと思うんですが、ただ、そうすると、積み上

げでは国の２つの基準はシュートできないのかということになりますよね。だから、ここ

のところは、この率そのものは、僕がさっき言ったように使えないのかもしれないんです

けれど、例えばこういう理由で、例えば資源生産性を高めるというのは当然、発生抑制に

つながっていくんです。だから、資源生産性をより東京都が高めるためにどうしたらいい

かという目標にはなり得るんです。だから、直ちにこれは国と比べて、多分、資源生産性

は国より圧倒的に東京都は高いですから、それでもオーケーということにはならないけど、

やっぱりこれを高めることが必要だぐらいのことはどこかに、目標になり得ると思うので、

最後に具体的にどれぐらい書き込めるかはわからないけど、ちょっとその辺のことも頭に

置いておいていただければ。 

 以上です。すいません。 

【小泉部会長】  どうもありがとうございます。 

 先ほどの中田委員のお話は非常に重要な点だと私も思っていまして、小さいうちから、

やっぱりこういったものは教育していくというのが重要だと思っております。 

 それからあと、細田先生の先ほどのお話で、数値という問題ですけども、私も数値を使

っていろいろ研究をやっているんですが、なかなか、数値が出てくるのに２年おくれとか、

国全体の数値なんていうのは大体２年おくれが常識です。東京都の場合は、それがわりと

比較的早く出ていると私は思っておりまして、そういうデータもしっかり整備されている

とは思っていますが、最近ちょっと区部移管といいますか、区部に出してしまう。あるい

は、市町村のやつを全部まとめないと、なかなか把握できないという、そういう意味での

時間おくれが出てきているのかなという気もいたしております。ただ、なるべくそういっ

たデータに基づいてやっていきたいというふうには思っておりますので、どうぞよろしく

お願いしたいと思います。 

 それから、今の細田先生の数値、確かに天然資源というか、第３次産業というよりは、

東京都の場合は第４次産業みたいな、そういう世界が非常に多くて、こういう数値を出す

とどんなふうになるのかというのは私も興味があるんですが、とんでもない数値になると
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いうのも、ちょっと何か出しておいてみたいなという気もしないではありません。おそら

く日本全体でやるときのこういった数値目標と、東京都の場合はやっぱり違うと思います

し、また違う何かそういった指標を設ける必要があるのかもしれませんが、今のところ、

この指標しかないとするならば、これでやるとどうなるかという試算は必要かもしれませ

んね。 

 いろいろご意見をいただきました。そのほか、いかがでございましょうか。 

【薗田委員】  今の細田先生の意見に関連するんですけども、バックキャスティングと

いうことを考えた場合、あるべき理想の姿をイメージしながら、じゃあどういう施策を打

っていったらいいのか、どういうふうな教育が必要なのかという、先のことを考えながら

今を見おろして、今からどうしていくのかというところなんですが、非常にいろんなこと

を試算されて、数値を苦労して出されているとは思うんですけども、やっぱり５年後のこ

の数値の出し方はフォアキャスティングで、今の延長線上でしかなく、あるべき姿からす

ると、ものすごくまだまだ落差があるなと私も感じまして、実際、２２ページ、２３ペー

ジの設定方法についてと書かれているところを見ましても、例えば景気が回復傾向にある

ことを踏まえて２％増加すると。でも、これからは環境と経済の好循環をやっていこうと

いうことで、環境省としても２０２５年に向けて経済の流れ自体を変えていこうと考えら

れているわけですから、逆に２０２５年からバックキャスティングしていく中で、平成２

２年度は難しくても、例えば２７年度であったりとか、３２年度であったりとかというと

ころの、５年先、１０年先というところ、１０年ぐらい先から見おろして何をするべきか

というふうに考えていったほうが、せっかくここの循環型社会の変革ということで基本理

念の中にも、先駆的な取り組みを進めていかなければならないと書かれているので、ぜひ

先駆的な取り組みをやはり東京都から率先してやっていただきたいと思います。 

 多分、そういうふうに考えていくと、例えば産業界でいいましても、実際に建設廃棄物

の排出量が年平均５％程度増加するということを見込んでいらっしゃるとは思うんですが、

実際に私も先日、プレハブ建築協会のほうで小さい講演会があったので、そちらでお話し

させてもらったんですけれども、もう実際にプレ協さんではゼロエミッションするという

ことを決めて、とてもできないとおっしゃっている企業さんもたくさんあるんですけれど

も、その中でどういうふうにしていくんだという計画を１０年間かけてつくっていこうと

されておりますので、そういうふうに考えていくと、産業界自身も、ある意味ちょっと規

制的な部分も含めて、目標値というのを厳しく設定していったほうが、どんどんその辺の
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いろんな方法が出てくるんじゃないかなというふうには考えておりますので、ぜひちょっ

とシナリオを２つぐらいつくって、もしかしたら１つのシナリオでは難しいという場合も

あるかと思うんですけれども、以前もしかしたらご紹介したスウェーデンの場合も、２つ

のシナリオをつくって、ほんとうに順調に進んだ場合と進まなかった場合というのがある

とは思うんですけれども、シナリオ２つぐらいで目標値を長期的につくっていかれるとい

うのも一つの方法だとは思っております。 

【小泉部会長】  どうもありがとうございます。シナリオ分析というのはよくやります

けど、上位のシナリオだとどうなる、下位のシナリオだとどうなるとか、いろいろあると

思います。 

【薗田委員】  子供たちの教育が浸透した場合のシナリオと、もしかしたらうまくいか

なかった場合というのもあるかもしれませんけれども。 

【小泉部会長】  そうですね。どうもありがとうございました。 

【辰巳委員】  すいません、ついでに。だから、そういう意味では、世代の間隔で、や

っぱり２５年とか３０年とかは、わりあい想像がつく範囲かなと思いますので、さっき言

っていた目標のところにも、そういうイメージの先が入っていると、そうすると、そこか

らバックキャスティングしたという話とつながるかなとちょっと思いました。すいません、

手を挙げて中断してしまって。 

【小泉部会長】  お待たせしました。野村委員、どうぞ。 

【野村委員】  私のほうは、これまで目標のあり方について、今議論されておりました

けれども、５カ年先の２２年度の目標の数値、これをどのように、どういうプロセスを経

て達成しようとされるのか。それからまた、これまでの当然目標値があったんでしょうけ

れども、そのやってこられた内容をお聞きしたいんですけども、例えば１つ具体的な例か

らいきますと、都の方針管理の一つの考え方として、都の大きな数字がぽんと目標として

与えられまして、あと区市町村のほうでそれをさらに細分化した目標値があって、それに

対しての達成率といいますか、そんな管理をされていかれているのか。先ほども事務局の

ほうから、区市町村とのすり合わせはこれからやるんですよというお話もありましたし、

１６年のデータがまだ出ていないというお話もございましたけども、目標達成のためのプ

ロセスといいますか、その辺をどのようにお考えになるか、参考のためにお聞かせいただ

きたいなと思うんですけど。 

【中村計画課長】  すいません、ご説明が足りなかったようでございますけど、私ども
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としては、計画目標を立てまして、それを達成する方途がここに掲げた主な施策の中だと

思います。その施策も、今回の書き込みは粗々で書き込ませていただいておりますけれど

も、これに従って行っていくという形になろうかと思います。具体的なところは、ご答申

いただく中で、どこまで細かくお書きいただくかというところもあると思いますけれども、

私どもは方向としては、ここの施策の中身を使って行っていくという形になろうかと思い

ます。それから、区市町村とはこれからまたいろいろ調整させていただきますけれども、

区市町村の取組を当然踏まえたような形で計画していきます。先ほど申し上げましたよう

に、例えば溶融スラグとかエコセメント、あるいはプラスチックも含めた資源化の話、そ

ういうところは区市町村とすり合わせをしながら、大きな東京都全体の目標として計画を

つくっていきたいと、あるいは達成の方とも調整しながら立てていきたいと思っておりま

す。 

【野村委員】  区市町村レベルでいきますと、例えば環境保全行動計画的なものといい

ますか、そんなところで管理されるというイメージでもよろしいんでしょうか。 

【中村計画課長】  区市町村のほうも、廃棄物につきましては、一般廃棄物処理計画を

策定します。ですから、区市町村のほうはそれに従って行っていくということになります

ので、策定の時期は区市町村によってばらばらではございますけれども、それに従って区

市町村のほうは目標に対して施策を打っていくという形になろうかと思います。 

【野村委員】  わかりました。ありがとうございます。 

【小泉部会長】  区部に移管したということで、私もかねがね思っているんですけれど

も、清掃を都が全部やっていた時代がございましたけれども、そういうときだと、わりと

区についてはいろいろ一括してやっていけるわけです。そうすると、ある意味では、トッ

プダウンと言っちゃ何なんでしょうけれども、ある程度目標を定めてあらかたいけば、東

京都全体の大半、８割ぐらいはおさまるというふうな感じだったんですが、今やはり、区

市町村のデータを待って、あるいはそういったもののいろんな計画を待ってつくっていか

なきゃいけないというところに、なかなかすっといかないようなところが感じられてなら

ないんですけれども、ある意味で都としては、方向性はやっぱりこういう計画で定めてい

かなければいけないし、そういった具体的に実行していく主体は区市町村ということにな

りますので、そのバランスの中でこういった計画を立てなきゃいけないというところが非

常に苦しいところだなと私は感じておりますけれども、今のようなお話で進めてまいりた

いと思っております。 
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 そのほか、いかがでしょうか。どうぞ、お願いします。 

【岡本委員】  施策のところで、一般廃棄物のリサイクルの推進という項目、Ａ３の表

の左下のほうですけれども、ここで「家庭ごみ有料化に向けた技術支援」と、技術支援の

項目の中ですからこういう表現をしているんですけれども、家庭ごみ有料化がなかなかで

きないのは技術的な問題のためにできないんだろうかと考えたときに、そう技術的な問題

じゃなくて、やはりそういうふうな方針を打ち出さないからできない。もしくは、例えば

市区町村でやろうとしたときに、何となくサービスの低下だと受け取る人がいて、それを

今度、ある一部の議員さんは、票につながりますから、そういうふうなことをなかなかや

りたがらないという問題が出てくるんじゃないかということで、例えばこれが、あるこち

らの区は有料化して、こちらの区は有料化しないと、そうするとすぐ、向かいのところは

お金を取るのにということで、非常に難しい問題が出てくる。ですから、やっぱりこうい

う問題は、大きく都として積極的に有料化をいつまでに推進するんだということを打ち出

していただいたほうがいいんじゃないかと思います。ですから、この表現が、技術的な支

援というのは非常に弱い表現で、もっと強い表現をして、できればいつまでには全体的に

有料化に持っていくんだということを打ち出していただければと思うんですが。 

【吉積一般廃棄物対策課長】  一般廃棄物対策課長の吉積でございます。 

 今、岡本委員のほうからご指摘のありました有料化につきましては、私どものほうもぜ

ひ促進していきたいというスタンスで、現行の計画にも盛り込んでございまして、これま

でもいろんな有料化を、実施した自治体が、問題点をどうやってクリアしたとか、住民へ

の説明をどうやったとか、そういったことについて、情報提供をさせていただいてござい

ます。ただ、今、岡本委員がおっしゃったことを、この計画に具体的にそこまで強い表現

で書き込めるかという話になりますと、これはまた制度的な問題がございます。今、小泉

部会長からもお話がありましたけれども、一般廃棄物の処理責任は法律上、区市町村とな

ってございます。広域自治体である都がそれに対して、方向性を示す、ないしはこういっ

た支援をするという表現は、今の制度上、当然できると思ってございます。しかし、いつ

までにやるということにつきましては、国の廃棄物処理法の基本方針が５月に改定されま

して、有料化について一歩踏み込んだ表現になってございますが、やはり中央環境審議会

の中でも、これはあくまでも各事業主体である市町村が決めるべきものである、と国は説

明しております。ただ、一応、方向性は、発生抑制等につながる有用なツールであるとい

うことで、そういう表現にとどまっております。したがって、有料化するかしないかとい
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うことは、一義的には事業主体である区市町村が決めざるを得ませんので、都としてそこ

まで踏み込んで、いつまでと書くのはかなり厳しいかなというのが、私の担当課長として

の感想でございます。 

 ちなみに状況を申し上げますと、２３区のほうでは、先般、区長会という、２３区の区

長さんがお集まりになる会議体で検討されました。そこにおきましても、一部の区では審

議会答申などで有料化に向けての方向性を打ち出している区がある一方、やはりいろんな

区長さんのお考え等、政治的な状況等をお考えのようでございまして、必ずしもすべて同

じ方向に向いているわけではないようでございます。ただ、２３区としてはやっぱり、有

料化という問題も一つの今後の重要な一般廃棄物行政上の課題という認識で受けとめてお

りまして、それを検討してございますが、最終結論は各区が判断していきましょうと。た

だ、なるべくならば、一緒にそろって有料化したほうがいいですよねというような結論に

なっております。 

【岡本委員】  行政としては今の区と都の関係があって打ち出しにくいというのはよく

わかるんですけども、ですからこそ、こういうふうな審議会のほうが積極的に、審議会と

してこうですよというのを打ち出すのは問題ないと思うんです。要するに税金の問題と同

じで、審議会を通してやっているという。ですから、いつまでというのは別として、審議

会としてそういうふうなのを方向として打ち出すというふうな、もう少し強い表現ができ

ないだろうかというのが私の希望です。 

【渡邉委員】  関連。審議会の答申としてというのであれば、今の岡本さんの議論も踏

まえて、もっと多角的に議論すべきだと私は思います。つまり、ここの計画の基本理念の

ところにもあるんですけども、非常に格調高く書いてあって、私はすばらしいなと思って

いるんですけども、１つだけ直すところがあったな。２ページの一番上のところは、徹底

した上でと、「上」という言葉が入るんじゃないかなと私は思っているんですが、それは蛇

足といたしましても、この廃棄物の処理計画の中に、環境に根差すことは書いてあるけど、

お金に関することは一切書いていない。だから、環境をよくするのにお金がかかるのであ

れば、お金がかかるんだよということもうたうべきだと思う。私は、ここに選ばれてとい

うか、来させていただいたときから言っているんですけども、環境も行政の一端であるし、

皆さんも、私たちが頼んでいる行政も、すべて税金で賄っているわけですよね。ですから、

環境にお金がかかるよということの認識の中に、もっと情報を公開すべきです。東京の行

政がこんなに困っているということも打ち出すべきだし、その中でやっぱりいろんな議論
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が出て、それじゃお金をもっとかけなきゃいけない、あるいはごみの分別をもっと進めて、

あるいは、あまりここ東京ではしていないけども、食品の有機物は肥料に回せなんていう

ようなことまで徹底するようにして、お金をかけないでみんなで頑張るんだか、多少お金

がかかってもやむを得ないんだかというような選択肢の中で、もうちょっと議論すべきだ

と思います。 

 つまり、環境にお金のことが出てこないで、環境にお金を入れた議論を計画の中に今回

盛り込んでくれるんならいいけども、ないのであれば、ここだけ唐突的に有料化という話

はいささかいかがなものかと私は思っています。ですから、もっと恐れずに議論すべきだ

と思います。そのかわり、東京都の環境局廃棄物課で持っている、いろいろなデータの不

十分さも全部出して、実は環境データもこれくらいの職員しかいないからできないんだと

いうことを言って、環境省でも動き出しているんですから、統計にお金をもっとつけよう

ということを言っていますので、やっぱり東京都は、さっき細田先生が言ったように、そ

ういうふうな細かい分析をしてやれるのは東京だけだと言ってきたことの後押しになりま

すし、私はそういった中で議論してもらいたい。そういったことも書いた上で、環境には

お金がかかるんだなんてことが表面に少しは出てきてもらわないと、後ろのほうにちょこ

っとだけ、いわゆる有料化の技術支援なんて１行だけ入るよりも、どこかに盛り込んでも

らいたい。環境はお金がかかるんだ。お金がかからなかったら、みんなが自分のごみを自

分で始末しなきゃいけないんだということを認識するような、コンセンサスというか、そ

ういうのが生まれないといけないんじゃないかと思っています。 

【小泉部会長】  ありがとうございます。渡邉委員の持論で、今までもございましたし。 

【渡邉委員】  持論です。 

【小泉部会長】  どうぞ、薗田委員。 

【薗田委員】  今の渡邉委員の言葉で、確かにお金がかかるというのは、今、現状とし

てはもう非常に明白な事実だと思うんですけれども、ただやはり、有料化のときの議論で

もいつも思うんですけれども、廃棄物を処理するためにかかるお金と、再資源化するため

にかかるお金というのは分けて考えたほうがいいと思うんです。これからどんどん循環型

社会になっていくということは、廃棄物という考え方を逆になしにして、どんどん資源と

して使っていかないと、私たちの資源は有限であり、地球上の資源はもうこれ以上は使え

ないというふうなところで考えれば、資源化していくためにかかっていくお金というのは、

ある意味、今までのコストではなくて、やっぱり経済をちゃんと循環させていくためのお
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金であるというふうなところで、それはちょっと分けて考えた上で、お金がどうしてもか

かる部分と、いわゆる環境ビジネスであったりとか、循環型にしていくための社会形成の

ために必要な、言ってみれば経費であるというふうな考え方というのは分けて考えていっ

たほうがいいと思いますし、ごみの有料化のときにも絶えずやっぱり、自分たちが出した

ものが処理されるためにかかるお金と、そうじゃなくて、これは未来の子供たちの資源の

ために必要なお金をみんなで払っていきましょうというふうに取り組み方、考え方を変え

ていくと、もっと積極的に市民とか区民とかが協力してくださるんじゃないかなと思いま

すので、今の渡邉委員のお金がかかるということを言うことは非常に重要だと思うんです

が、ちょっと分けてお話を進めていったほうがいいんじゃないかなと思いました。 

【渡邉委員】  すいません、今のにもう一つだけ。これはとても大事なことだと私は思

っているので。今おっしゃるように、いわゆる環境というか、ごみを減らすためにかかる

とか、そういうのはもちろんわかるんだけども、現実に、環境省も同じですし、東京都の

環境局も同じだと思うんですが、廃棄物のごみの処理に一番お金を使っているんです。い

っぱい持っている予算の大部分は、ごみ処理の予算ですよね。たしか、そうです。私は国

の環境省の人から教えてもらった数字を持っているんですけども、ですから、ごみ処理の

ためのお金なのにさておいて、それから家庭でも、自分のところのごみがなければいい、

よそにある分だったらいいと。だから、自分のところで有料化になるから、よそに持って

いくとか、不法投棄とかというのが始まったり、だから、モラルの問題ももちろんあるけ

ども、環境はどこにいてもごみにお金がかかるということの認識をきちんと持って、その

認識というのが――これはお金をいっぱいかけろという意味じゃないよ。だけども、かか

るという現実を踏まえて、今後のいろいろ処理するものにかけないと、実際、現実のあれ

は、焼却炉を新しく更新するとか何かという施設なんかに一番お金を使っているんです。

ですから、そういうことを考えると、有料化という話もはっきり正面からとらえて都民の

方にお話しして、それで言って、ここでの議論を踏まえて、いろんな意見をとってみると

か、アンケートをとってみるとか、パブコメするとか、いろんなことで議論を持ち上げて、

それは私は東京都でやれると思うんです、各区にばらつきがあっても。ですから、そうい

うことも織り込んでほしいなと私はお願いしたいところなんです。 

【小泉部会長】  有料化の話からごみ処理費用の話まで展開しているんですが、ごみの

処理費用のかなりのシェアは、収集運搬といいますか、そういう部分もありますし、私も

有料化の研究は進めているんですが、これはごみ処理費用の分が、あの紙代で済んでいる
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というわけじゃないんです。ほんの一部を有料化でもらっているだけであって、逆に、有

料化の値段というのは、分別して減量化する人が、ある意味でやったかいがあるというこ

とをイメージアップするインセンティブにすぎないと思っていまして、おそらくその何倍

にもしなければペイしない。だから、それでお金を払っているから、ごみ処理費用はほん

とうはそれで賄っているはずだという錯覚は、一般の都民なり国民に与えてはいけないと

私は思っておりますけれども、お金の話も結構いろいろ議論はあるとは思うんですが、そ

のほかいかがでしょうか。 

 どうぞ、北村委員。 

【北村委員】  今のところは、どこまで強く書けるかということですよね。あくまで、

有料化となりますと、これは区市町村のほうで条例で決めますから、それを都が義務づけ

るというのは違法です。いかに審議会でも、それを書くのは無理です。ただ、この計画自

体が、廃棄物処理法の５の５というところに基づく計画を含み、さらに循環基本法や大き

な枠組みのものも含んでいるということからすれば、必ずしも廃棄物処理法の枠組みだけ

で考える必要もないのかなという気はいたしております。例えば一般廃棄物の最終処分量

を極小化するということが、都の貴重な環境空間を守っていくときに非常に重要である。

それがなかなか区市町村だけだと、そこまでの都全体の環境空間に与える影響まで思いが

いたせないということであれば、都の正当な関心事として、私は有料化の効果はよく知り

ませんけど、それなりの評価を都のほうで伝えているとすれば、技術的支援よりはもう少

し踏み込んで、例えば有効な方策等が考えられるとか、ほんとうかどうか知りませんけど、

そのぐらいのところは、廃棄物処理法でなくて、都の計画の枠組みの中でも考えておかし

くはないという気がしておるんです。岡本委員のお気持ちは非常に重要だけど、越えられ

ない一線というのはあるものですから、しかし、それを踏まえつつ、都として何かが言え

るとすればそれぐらいなのかなと、聞いておって感じました。 

【小泉部会長】  どうもありがとうございました。 

【細田部会長代理】  よろしいでしょうか。２点。１点目は今までの議論、もう一つは

違うところなんですけど、１点目、私も、有料化がいいかどうかというのはいろいろ、市

町村が決めることなんですけど、区が決めることで、ただ、何がどれぐらい費用がかかっ

ているのかということは、知らなきゃいけないし、知る義務があるし、そうしないと発生

抑制も排出抑制も起こらない。これはいろんな話につながっていって、いつも申し上げて

いるように、中央、新海面を使うのに９円５０銭で済んでしまったら、リサイクルしよう
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なんていうインセンティブはだれも起きないです。これは記録にとどめないと。９円５０

銭というのは、管理型処分場が関東圏は大体、安くてキロ２５円、２６円ぐらいから３１

円ぐらい。そうしないと入れてくれないし、しかも搬入規制しているわけです。こんなも

のは、うちはもう最終処分場に入れませんよと。ところが、幾ら中小とはいえ、新海面で

９円５０銭で入れてくれたら、ばかばかしくてリサイクルなんていう気は起きやしない。

中間処理場は１２.５円でしたっけ。そうですよね。 

【中村計画課長】  はい。 

【細田部会長代理】  これもやる気なくなっちゃいますよ。燃やせばいいでしょうと。

その辺のことも素直にやっぱり、どうするかというのはいろいろ政治的なことがあるんで

しょうけれど、我々、この審議会としては、そういうことも明らかにして、こういうシス

テムだったらリサイクルなんていうことはインセンティブが起きませんよと書いちゃって

いいと思う。ちょっといろいろ問題はあるかもしれませんが、それぐらいの決意があった

ほうが、都民に知っていただくことも含めて重要じゃないかと思うのが第１点と、第２点

目、これもつらい話なんですけど、多摩の方がいらっしゃっているので、透明性にかかわ

るところで、この間、朝日新聞で、これは内容は詳しく、名前は出ていませんでしたけど、

３週間前ぐらいに東村山市のごみが、これは多摩版でしか出ていなかったので全国版に出

ていないんですけど、要するに行き先がよくわからない。どうもＲＤＦになったものがＲ

ＤＦにならずに、どこかの銚子の最終処分場に捨てられていたと。これは３週間前の多摩

版で、僕はＰＤＦで持っていますからお送りいたしますけど、一廃がそうだとしたら大変

な問題なわけです。これが消えてしまうか、うやむやになるのかどうかわかりませんけど、

今言った費用の流れと同じように、物がどうなっていくかということがあまりにも知らさ

れていない。その点もやはり、それもどう書くかは問題がありましょうけど、２番目の施

策の柱のところに、追跡管理する仕組みづくり、これは多分産廃のことを念頭に置いてあ

ると思うんです。それはもうもちろん重要なんですけど、一廃についてもやっぱり我々は

何か、ことしもその他プラが広島のほうで不法投棄された。これも市町村のその他容器が、

行って市町村は管理していなかったわけですよね。その辺、やはり市区町村の管理という

のをもう少ししっかりするというのを、しっかり書き込みたいなと私は思っております。 

【小泉部会長】  どうもありがとうございました。 

 この廃棄物処理計画でできる範囲というのはいろいろあろうとは思うんですが、今の細

田委員のお話にございますようなところも踏まえて、先ほどの渡邉委員のお話も踏まえて、
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書けるところは書いていくというような流れで進めていただければと思っております。 

 まだまだこの部分でご議論というか、ご意見はあるとは思うんですが、時間も限られて

おりますので……。 

【辰巳委員】  一言だけいいですか。 

【小泉部会長】  ちょっと待ってください。後半部に入って、それでやりましょう。 

【辰巳委員】  後でトータルで。 

【小泉部会長】  それでよろしいですか。 

【辰巳委員】  そうですね、はい。後で蒸し返すかもしれない。 

【小泉部会長】  一応、全体を踏まえながら議論をまた進めたほうがよろしいかなとい

う気もいたしますので、後半部分の審議に移ってまいりたいと思います。一応、事務局か

ら残りの資料の説明をお願いしまして、それでまた、そのところも踏まえて、ここの第１

の柱のところも含めてご議論していきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。 

【中村計画課長】  それでは、Ａ３の体系イメージの右下のほうの四角に囲んだ２つの

ところ、残りでございます。資料集のほうは１１ページからということでございます。 

 柱の２は廃棄物処理・リサイクルに係る環境リスクの低減というところでございまして、

リサイクルや処分の過程において環境に負荷を与えるリスクを最小限に抑えるために、新

たな仕組みを構築するとともに、必要な規制措置を講じるという柱でございまして、目指

すべき方向としては、先ほどご説明しましたように、適正処理に向けた都民、事業者等の

社会的責任の徹底と、廃棄物の流れを透明化し、追跡管理する仕組みづくりという２点で

ございます。 

 具体的施策が１２ページからでございます。まず環境リスクの軽減につきましては、施

策を２つに分けてございまして、１つ目が、先ほどの今後の産業廃棄物対策でもご説明し

ました、有害廃棄物の都内処理体制の確立というのが１点でございます。 

 そこに３本書いてございますけれども、飛散性のアスベストにつきましては、現在、溶

融処理が一部行われているんですけども、技術的に確立されていないと私どもは判断して

いまして、それが技術的に確立するまでの間、都内から排出される飛散性のアスベスト廃

棄物については、セメント固化等をしてもらって、都の管理する最終処分場に受け入れる

ということについて、今、調整を進めているところでございます。それから、溶融処理技

術につきましては、今後とも調査・検討を進めていきたいと思っております。 

 それから、感染性廃棄物の適正処理の促進でございますけれども、先ほど申し上げまし
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たように、来年８月にスーパーエコタウン事業で感染性廃棄物の焼却処理施設が完成しま

す。それができますと、ほかの都内の施設とあわせまして全量都内処理が可能となるとい

うことで、都内処理を進めていくということでございます。 

 それから、３番目にＰＣＢ廃棄物。これは先ほど申し上げましたように、おととい開業

しまして処理が進んでいるということでございますけれども、今後１０年間、あるいは都

内分ですと５年間ということでございますけれども、１つは収集運搬なり処分が安全に実

施されるよう監視、指導していく、これは都の役目であると思っています。また、現在も

保管されていますので、保管状況あるいは使用状況をきちっと把握していくとともに、平

成２２年度末、都内分でございますけれども、その期限までに処理するよう都としても促

していくということが一つ大事かなと思っております。 

 続きまして、１４ページでございます。施策の２つ目でございます、不法投棄対策の強

化ということでございます。 

 １５ページに、不法投棄の主なパターンと対処のための施策ということで、不法投棄と

いいましても、産業廃棄物の種類、あるいは処理される過程に対応した施策を組み合わせ

ていかなければいけないということで、１５ページに図を付けてございます。例えば建設

廃棄物でいいますと、解体現場から不法投棄されるパターンについては、今回、八都県市

で提案させていただいたもの、建設廃棄物を総合的管理するシステムの構築ということで、

こういう形で法制度を変えていただくという提案をしてございます。それから、泥土につ

きましては、有効利用の拡大、これが非常に大事だろうということでございます。それか

ら、建設廃棄物の中でも中間処理業者以降から流出することにつきましては、前回答申を

いただきました報告・公表制度で、中間処理業者の出入りをきちっと把握していく、報告

していくということで防いでいくという形でございます。 

 また医療廃棄物につきましても、中間処理以降のことは報告・公表制度と同じでござい

ます。それからもう一つは、収集運搬から中間処理施設まで運ばれるまでの追跡管理とい

うことで、ＩＣタグによる管理システム、あるいはバーコードによる管理システムという

手段を使っていこうということで、施策を幾つか組み合わせて不法投棄を防止していこう

という体系でございます。 

 それを踏まえて、１４ページでございます。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、先ほど申し上げましたように、八都県市首脳会議で都知事から提

案させていただいたところでございまして、１６ページにそのイメージをつけてございま
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す。 

 現在、家屋の解体等で発生する建設廃棄物につきましては、解体届が建設部局にまず出

てまいります。それから、それ以降、解体業者が解体して、その後の運搬と処分のほうが、

いわゆる私ども廃棄物セクションが絡むところでございまして、いわばここで不法投棄が

見つかっても、対応が後手に回るということがございます。しかも、国土交通省所管と環

境省所管のところが分かれていて、情報がなかなかやりとりができない。ただ、八都県市

では既に合同パトロールというのを行っていまして、解体現場と、それから産業廃棄物の

運搬のところで連携しているようなパトロールを始めてございますけれども、法の仕組み

としては、現在のところ、分断されたような形でなかなかうまくいかないというところで、

下のほうが、新たなこういう仕組みをつくったらどうだろうかというイメージでございま

す。 

 まず１つは、家屋の解体から最終処分あるいはリサイクルに至るまで、電子情報によっ

て総合的管理をしたらどうか、情報の管理をしたらどうかということで、例えば電子情報

で変なものが出てきた場合には、建設部局なり環境部局にすぐ通報が行くというような仕

組みは一つどうだろうかというところでございます。 

 それからもう一つは、自動車リサイクル法の仕組みを援用したわけでございますけれど

も、最終処分あるいはリサイクルのところで、適切な処分費用が確実に支払われる仕組み

が必要ではないかということで、例えば家屋を解体するときに、処分費用なりリサイクル

費用を事前に供託を受けて、処分しました、リサイクルしましたということが分かればお

支払いするというような仕組みはどうだろうかというイメージを持って八都県市に提案し

たところでございます。ですから、これにつきましては、八都県市でご検討いただいて、

国に提案していくという形でございます。 

 １４ページに戻りまして、あわせて来年度、まだ実務上の課題はたくさんあると思いま

すので、都独自に実証試験を行っていくということを予定してございます。 

 それから２つ目は、これも先ほど申し上げましたように、排出事業者と処理業者の報告・

公表制度の実施ということで、本年９月に施行されて、現在、第１回目の報告をいただい

ているところでございます。今回は、処理業者さんは、試行ということもございまして１

カ月分、それから排出事業者は今年度分の取組を報告していただく。それで公表するとい

う形で、来年度以降は処理業者さんは６カ月分の報告を半年ごとにいただくという形でご

ざいます。それによって、排出事業者の適正処理の取組を促していく、それからもう一つ
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は処理業者さんの処理の状況を透明化していくというねらいでございます。 

 続きまして、１８ページでございます。先ほど申し上げましたように医療廃棄物の排出

から中間処理までのところを追跡していくということで、１つはＩＣタグによる医療廃棄

物の追跡システム、これは今年度からモデル事業を始めてございます。１０月から４病院、

それから１月から１病院、合計５病院で始めるという形でございまして、これも順次拡大

していくということです。ＩＣタグのほうは、比較的量が多い医療廃棄物が出てくるとこ

ろということで、大病院を今のところターゲットにして行っていただくような形を考えて

おります。 

 それから、その下のバーコードでございますけれども、こちらのほうは医院とか診療所

のように、それほど多くの医療廃棄物が出てこないところに利用していただくということ

で、これは医師会等で仕組みをつくられまして、今、３区まで拡大しているという形でご

ざいます。 

 それから、広域的なところでは、例示で産廃スクラム２７というように入れましたけれ

ども、先ほど申し上げましたように、いろんな仕組みを動かしていく中で、広域的な監視

とか規制を強めていくということも一つ並行してやっていくという形でございます。 

 その下が、ＩＣタグのほうの追跡システムの図表を入れてございます。 

 それから、施策の柱の３でございますけれども、健全な廃棄物処理・リサイクルビジネ

スの発展ということでございまして、廃棄物のリサイクルや処分に携わる事業者におきま

しても、法令遵守、あるいは環境への配慮、地域貢献など、社会的責任を求めていくべき

だということで、逆に社会的責任を確実に果たしている事業者が市場において正しく評価

されるよう支援を行っていく必要があるだろうということでございます。 

 次の２０ページに、まだ事項だけでございますけど、出させていただいております。現

在も進めておりますスーパーエコタウン事業の推進、それから、前回の答申でも若干触れ

ていただきましたけれども、報告・公表制度とあわせて、優良な取組を行っている事業者

を何らかの形で評価する仕組みづくりが必要ではないかというところでございます。それ

から、現在行っている産業廃棄物対策推進協議会、これは事業者の方にも入っていただい

ておりますけれども、その場を通じて優れた取組を普及していくことも、廃棄物処理なり

リサイクルビジネスの発展につながっていくのではないかということで入れてございます。

また、前回の答申でいただいた、一般廃棄物の処理施設向けのガイドラインは既に３月に

つくりまして区市町村のほうでご利用いただいていますけども、産業廃棄物の処理施設向
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けの環境報告書をつくっていただくガイドラインも策定していく方向がいいのではないか

ということで入れてございます。また、産学公の連携による新たなリサイクル方策等の調

査研究も一つリサイクルビジネスの健全な発展に役立っていくのではないかということで、

項目を入れてございます。 

 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。 

 ただいま後半部分の、第２本目の柱の廃棄物処理・リサイクルに係る環境リスクの軽減

のところと、それから３番目の柱の健全な廃棄物処理・リサイクルビジネスの発展という

ところで説明をいただきました。最初の１本目の柱の発生抑制・リサイクルの促進という

ところも絡めて結構だと思いますが、これからご意見をお願いしたいと思います。 

 先ほどちょっと途中だった辰巳委員、どうぞよろしくお願いします。 

【辰巳委員】  まさに柱の１のところなんですけれども、申しわけございません。３ペ

ージに戻って、網かけをしている中の文章が、読んでいてすごく気になったんです。これ

は、こちらのＡ３には反映されていない文章なんですけれども、何がすごく気になったか

というと、２行目から３行目にかけての「商品・サービスの価値や生活文化水準を極力低

下させることなく」と書いているところが、あえて書く必要があるのかなとちょっと思っ

たんです。やっぱり発生抑制・リサイクルの促進の大きなところというのは、こんな話で

はなくて、長期的な話ではあるわけだから、資源が有限であって、その中で物質を使って

私たちが生活しているところをちゃんと見直していこうというお話で、多分、前回か前々

回で脱物質化のお話なんかも出てきたと思っておりまして、だから、あえてこんなことを

ここに書かないでいいんじゃないかと、それがすごく気になりましたけれども、先ほどの

有料化の話なんかもすごくかかわってくるかもしれない。便利か不便かとかという話なん

かとつながってくるんだと思うんですけれども、これはほんとうにそうあってほしいと思

いますけれど、でもやっぱり生活を変えていこうと。だから、物持ちから時間持ちの生活

に変えようとか、違う意味で豊かさを見ようとか、そういうふうな社会の流れですので、

ということで、それをちょっと思いまして、よろしくお願いしたいなと考えたんですけれ

ども、すいません。 

 それとちょっと絡んでなんですけれども、今の３本目の柱のリサイクルビジネスのとこ

ろで、ここのお話は廃棄物処理のリサイクルビジネスですよね。先ほどからちょっと、前

回、結論がどうなったか覚えていないんですけれども、やっぱり脱物質化でサービス化の
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方向という、サービサイジングというんですか、先生が少しお話しくださいましたよね。

そういうふうなのも、やはり環境ビジネスの中であり得ると思うんです。だから、大きな

柱を変えることはちょっと難しいかもしれないですけれども、あまり反映されていないな

と。それが発生抑制につながるわけだからとちょっと思って、１が発生抑制で、２がリサ

イクルですよね。３のビジネスのところには、やっぱり１、２を含んだビジネスというふ

うなイメージを持つんですけれども、どうなんでしょうか。 

【小泉部会長】  なるほど。 

【中村計画課長】  すいません、１つ。Ａ３を見ていただくと、３本柱を立てたんです

けども、私どもの理解としては、１本目、２本目は並行して、３本目は両方に絡むのかな、

縦糸と横糸の関係なのかなというふうには認識しております。 

【辰巳委員】  そうですよね。ただ、廃棄物処理のリサイクルビジネスというふうに私

は読んだもので、廃棄物処理だけじゃないんじゃないかと思って。 

【北村委員】  辰巳さんのご発言は、私は、微妙なところなんですけども、極力低下さ

せることなくというのが、例えばこれが昔あった、ぎりぎりのところにあったときに、や

っぱり生活レベルの維持が大切よねという調和条項的なものとして機能すれば、それは本

意ではないというか、よろしくないとは思うんです。ただ、あくまでサービスの価値や水

準を維持しつつ、ぎりぎりまで省資源化を進めるというのも、これも一つの非常に重要な

ことでして、だから、マーケットで持たないようなものが出ても回りっこないんです。だ

から、あくまで頑張って今の水準をキープ、もっとすれば、リサイクル品を使ったらもっ

とよくなるというぐらいのインセンティブを方針として持っていないと、決してこういう

財というのは回っていかないわけだから、そこのメッセージが伝わるようになっていれば

いいんです。辰巳さんがおっしゃるようなふうに受けとめられてもよくないし、リサイク

ルというのはとにかく、結局、マーケットで回して、公共事業じゃなくて、それを生かせ

るというのが重要ですから、非常に表現は難しいと私も思うんですけども。 

【辰巳委員】  難しいと思っています。そのとおりですけど。 

【北村委員】  気持ちはそういうふうなことであるというように確認できればいいのか

なと。私は経済のことはよくわからないので、細田先生、何かあれば。これは議論ではな

くて、そういう話。 

 もう少し踏み込んだ話で、不法投棄のところは大事なんですけど、解体現場からの話は

確かに重要なんです。これは、東京都が容リ法と廃棄物処理法を霞が関に先駆けて合体し
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て運用していこうというのは非常に重要なことだと思っているんです。今、認識の問題な

んですけど、建リ法の場合は床面積８０平米で切っておるんです。それ以上か以下かで、

義務の書かれ方が全然違ってくるんですけど、結局、これから問題視されそうなやつが、

どれぐらいの床面積の規模なのかというのが重要ですよね。８０未満だとすれば、結局、

頑張っても、そこに係ってきませんし、むしろ大きいのはまあまあちゃんとやっているけ

ど、そうでないやつは結構まずいならば、対象をちゃんと把握してピンポイントでやらな

いと、ほとんどスカみたいなことになってしまいますね。そこはおそらく統計データ等で、

ここ数十年の更新されるものがどれぐらいのものであって、過去の経験に照らせば、中小

工務店がぐちゃっとあって建築解体してどこかへ持っていくというのが多いのがどれぐら

いであるというのは、おそらくあるかなと思いますので、そのあたりでここのところが、

焦点がぴしゃっと合ったものになればいいなとちょっと思ったものですから、確認だけで

ございます。 

【中村計画課長】  補足させていただきますと、１６ページでございますけれども、新

たな仕組みのイメージで、今、北村委員からあったデータは手持ちがございませんけれど

も、もう一つ、一番下に、すべての解体工事に届け出を義務化等というのは、まさにそこ

のところでございまして、いわば今、委員からありましたように、８０平米以上しか届け

出義務がないというのが建設リサイクル法でございますけれども、そこのところはやはり、

その下まで届け出義務にして電子情報化すべきだろうという提案も一つ入っているところ

でございます。 

【渡邉委員】  今の関連、いいですか。 

【小泉部会長】  どうぞ、渡邉委員。 

【渡邉委員】  とても私は大賛成です。マンションなんかも、１棟全部交換なんてなっ

て、入居者がかわるたびに改装するというようなことからすると、ぽろぽろ出ていくんで

す。現実にも、そこの改装した分は、これの対象にならないんです。おっしゃったように、

私の資料でも、床面積８０平米、それから工作物や何かでも５００万なんていうと、大体、

改装なんてそのぐらい皆かかっちゃうんです。だけども、それをもっと下げないと、いわ

ゆる大手の企業だけは全部きちんと建設リサイクルは守るけども、その下のレベルの者が

守らない。後から、不法投棄の話にも関係するんですが、いわゆる環境行政にはただ乗り

があってはいけないと思うんです。フリーライダー、つまり基準から漏れる人は野放しに

なって、それ以外だけでなんていうのでは、この抑制は絶対よくならないと思うので、や
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はりそれはきちんと、このたびここを徹底してやるんだとすれば、建設省と、いわゆる役

所のセクションの壁を超えて、建設リサイクル法と廃棄物処理法の行政の設定をうまく融

合して運用してほしいなと切に要望します。よろしくお願いします。 

【小泉部会長】  それでは、辰巳委員どうぞ、お願いします。 

【辰巳委員】  １６ページのやはり絵のことなんですけれど、新たなほうなんですが、

先ほどおっしゃった、お金をきちっと確認できたところにお支払いするというシステムは

とてもいいと思っておりまして、それで、この絵はまたお使いになると思うんですけれど

も、これではちょっとお金の流れというのがわかりにくいんです。だから、先ほどもお金

の流れを明確にすると違う意味であったんですけれども、自動車リサイクル法の場合は、

きちっと物の流れとお金の流れが一つの中で見えるような絵にして提供していると思いま

すので、この中でもできれば、この太線は何を意味するのかとか、お金はどういうふうに

流れるのか。だから、ちゃんと情報が来たらば、それに対して確認できればお金を返すと

いう相互のやりとりになるかもしれないんですけど、そういうふうなお金の流れも一緒に

この中に入れていただけると、わかりいいなと思ったんです。 

【渡邉委員】  あと、すいません。今出た１６ページの絵のことに関するんですが、す

べての解体工事の届け出というのは先ほど言ったとおりなんですが、現実の建設リサイク

ル法の７日前届け出というのは、届け出の日を含まないのが実務上の運用なので、実質８

日間ないとだめだそうです。ところが、現実にやっているこのぐらいの規模の工事という

のは、ほとんど届け出なんかは後回し、出さないのも大部分というようなことで運用にな

っていて、これがほんとうは、建設省の担当者の話を聞くと、これは講習会に行って聞い

てきたんです。ほんとうに来ないと、全部免許取り上げだよというふうに言われているの

が実情だそうです。つまり、建設業者が解体のための免許を別に持たなきゃいけないのに、

もらっていないのが大部分ですから、それで通っているんですから。だから、そのように

して、廃棄物課でやる仕事の前の課の建設業者のところでざるになっている分のツケが、

廃棄物処理課のほうに回ってくる。こういうありさまではうまくないので、きちんと運用

してもらうというようなことを言うべきなのではないかなと思っています。環境行政の要

点は、私はもう何回も繰り返していますけども、公平に行われなければいけない。ただ乗

りは許さないという仕組みが社会にないと、自分のところでなければ、ごみをぽいっと捨

てて、だれかが処理して始末してくれるんだと。これはわずかたばこ１本だとしても不法

投棄ですから、同じですから、そういう認識をみんなが持つようにならなきゃいけない。
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ひとつ、大変でしょうけども、そういう運用になるようにやってほし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した。 

【北村委員】  そうすると、大変になるのは多分、環境部局じゃなくて建設部局のほう

だと。ここにいらっしゃいませんけど、全量来たときに、そういうときにほんとうに正し

いのか、うそを言っていないのかといったときに、全部に行くというのは多分現実には無

理ですよね。解体自体は、時期にもよりますけども、それほど施工に三月も四月もかかっ

てやるわけではございませんから、そこは一般的な報告・公表制度のことにもよるんです

けども、データをとっただけで見過ごしていたというか、そのとおりにやらなかったこと、

これは義務と裏腹なんですね。とったらとっただけの責任というのが行政に絶対出てきま

すから、そこも、業者さんだけに一方的に過重な負担になるということじゃなくて、デー

タをとった行政のほうも確実に計画の実現ができるような体制をとっておく必要がある。

これはまだ、そういう意味では夢のような計画の段階ですから、きょう、あしたという話

ではないのでございましょうけど、方向としては賛成なのですが、回るか回らないか、非

常に建設の方なんかは直感的に難しいところがあろうかと思うんです。一つ一つクリアさ

れて、ぜひとも方向として実現してください。 

【渡邉委員】  今のことなんですが、今、北村先生が言ったことは、建設リサイクル法

で、ここに書いている家屋の所有者という人が、法律上、行政に届け出することになって

いるんです。ところが、実務上、届け出する人も、私がマンションの所有者で解体して内

装してもらうという話だとすると、私が届け出しなきゃいけないのを、かわって次の解体

業者という人がちょこちょこ書いて持っていくよというのでまかり通っている。本人はど

うなっているかも知らない。そのツケがここに回ってくるんです。罰則適用になるのは所

有者のところですよということを、ＮＰＯの集まりの学習会で学習をこの間してきたばか

りなんですけども、そういった実情から考えると、建設業者と解体業者がイコールでない

場合が多い。それから、いろいろ要件があるということも踏まえると、ここの部分を実際

の運用に当たってきめ細かにやってもらいたいなということをお願いしたいなと思ってい

ます。 

【小泉部会長】  どうもありがとうございました。 

【細田部会長代理】  少し技術的なことを教えていただきたいんですけど、ＰＣＢのと

ころで、ここに処理量が書いてあるんですけど、東京都の場合は、今問題になっている低

濃度ＰＣＢ、コンタミというのはこれでオーケーなのかどうなのかというのが第１点、技
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術的な手法ですね。第２点は、さっきの情報と透明性のところと関係あるんですが、産業

廃棄物のＯＤデータ、オリジン・デスティネーション、つまり、これはオリジンは東京都

なんですけど、デスティネーションは青森とか、行き先ですね。それは多分５年ごとぐら

いにたしかあったのかもしれませんけど、それは東京都はしょっちゅうやっているんでし

たっけ。そのデータ、ＯＤが時々出ますよね。出ませんでしたっけ。その２つだけ、ちょ

っと教えてください。この場合、Ｏは東京都に決まっているんですけど。 

【森廃棄物対策部長】  ＰＣＢの無害化処理として２２日に稼働したプラントで、コン

タミあるいはノーカーボンが処理できるかというお話だと思うんです。先生のご質問は、

端的に申し上げますと、まだその技術は確立されていません。したがいまして、国そのも

のは今、ノーカーボン、それからコンタミについて、安全に安定した無害化ができるかど

うかということで研究、検討されていると聞いております。ですから、コンデンサー、ト

ランス関係は処理が進みますけれども、コンタミやノーカーボンなどは、もうしばらく保

管をお願いするという状況になると思います。 

【渡邉委員】  ということは、低濃度はまだされないんですか。 

【細田部会長代理】  うん。 

【中村計画課長】  すいません、もう一点のほうでございますけれども、細田部会長代

理の２点目でございます。実態調査を行っているところでございますけども、ある程度は

把握しているんですけど、どうも関東から外へ行った場合には、精度の面で問題があるか

な、少し悪いのかなというところでございます。それから関東圏の中は、国の調査で毎年

行き先を出しているところです。 

【細田部会長代理】  あれは国か。 

【中村計画課長】  ええ、そういう形でございます。 

【細田部会長代理】  わかりました。 

【小泉部会長】  そのほか、いかがでしょうか。 

【北村委員】  いろんなところに及んでいますが、若干外れるかもしれませんが、リサ

イクルの促進の産廃に関してですけども、これはリサイクル製品がちゃんと買ってもらえ

るようにするというのは一般論でございますよね。現実的には、なかなかこれも価格等の

面で難しいということになってございますが、その場合、リサイクルされたものを一般マ

ーケットで回すということを前提にするのか、例えば排出事業者の方を中心とした自社リ

サイクルというか、自社の関連業務を含めて、自社のネットワークの中でそれを使っても
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らうという場合と、一般のマーケットに出してそれを使ってもらうというのは、全然違い

ますよね。自社的に、やや広い意味で自社をとらえたときに、そこでやっぱり、そこは多

分価格だけで決めるものでもないわけですけども、一般のマーケットに出れば価格だけで

決められてしまうという点がございますよね。そこは戦略として、区別したアプローチの

仕方というのがあるのかな。それは排出事業者責任から理屈をつくっていけば、単にＣＳ

Ｒという世界ではなくて、もう少し廃棄物処理法の理念のところから議論できることがあ

るのかな。それは、ここにあるいは区別した形で書いてあるのかもしれないんですが、処

理計画の発想の前提として、一般的にリサイクル品を使いましょうというんじゃなくて、

だれが使うかというあたりがもしあれば、ちょっとご指摘くださればと思うんですが。 

【中村計画課長】  多分、物によって少し違ってくるのかなと思っております。例えば

産廃の廃プラの場合は、出すところと、それから使う素材産業と全く違うところでござい

ますので、そこは一般ルートで流さなければいけないかなと思います。あとは、建設工事

に由来するところは、自分のところで使う場合と、それからほかの工事で使う場合と、両

方あるのかなと考えます。ですから、物によってその辺は少し分けて考える必要があるの

かなと思います。それで、北村委員のご指摘のように、排出事業者責任というところも踏

まえると、例えば自分のところでできるだけ使うというのも、一つそれに入るのかなと思

っております。 

【北村委員】  そうですね、普通の入札だと、せいぜい再生品といっても、幾ら高くて

も使えるというものじゃないでしょうし、経理のほうで認めてもらえる高さというのは、

大体１０％ぐらいでしょう。一般マーケットはそうなっちゃうわけですよね。それがそう

でないとすれば、もう少しコストがかかったものでもということで言えるのかなと思いま

して、物によると、確かにそうなんですけども、２つを区別してメッセージを出すという

のも一つかなと。 

【野村委員】  この件でございますけども、これは例えば、今、リサイクルの出口のほ

うの受け入れの問題でしょうけれども、例えば都さんが発注される工事の中に、その辺の

ことがきちっと発注部局と連携がとれて、スペックインされるかどうかという問題だと思

うんです。その辺はいかがなんでしょうか。難しさはいろいろあるんでしょうけれども、

その辺をお伺いしたいのでございます。 

【中村計画課長】  都の例えば物品の調達方針みたいなものがございまして、その中で

建設工事のものも入ってございます。ですから、再生されるものについても、調達方針の
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中で、数値的にどのぐらいかというのは書いてございませんけれども、使っていくような

形の記載は既にされてございます。 

【野村委員】  例えば、いわゆる発注段階における設計書であり仕様書に、その辺が明

確になっているということでよろしいんでしょうか。 

【中村計画課長】  今申し上げましたように、調達方針なりガイドラインというのがご

ざいまして、その中で、再生の資材、例えばスラグとかエコセメントも含めてですけれど

も、その辺はもう既に具体的な記載がなされております。ですから、それで使っていくと

いう形だと思っております。 

【森廃棄物対策部長】  １つだけ具体的に、例えば、かつては大変リサイクルが進まな

かったコンクリートの破片については、今はクラッシャーで粒度調整しながら再利用する

という方向で、もう９９％近くリサイクルが進んでおります。これも公共工事の発注をす

る側にあっては、そこに再生材を使いなさいという特記を入れているんです。場合によっ

ては、図面に落として、ここは再生材ですと。この辺が、大分リサイクルが進んできた一

つの要因だと認識しています。もちろんリサイクルの問題のみならず、工事をやるときに、

またいろんな副産物が出てきます。そのときに伴う副産物についても、こういうふうに利

用するという計画をつくる仕組みが今できております。ですから、現在そういうルールづ

けの中で公共工事をやられている。細かいところはまだまだ改良は必要でありますけれど、

大筋はそんな形で進んでいるところであります。 

【野村委員】  今のお話ですが、まさしくおっしゃられたコンクリートのがらです。こ

れの再生利用、これの再生品が、辛うじてリサイクル製品として利用されているただ一つ

の品目なんです。私どもＢＣＳを通じて２３社のゼネコンで副産物部会というのをやって

いるんですが、その中で、全社に対して全国ベースでリサーチをかけたんです。結局、今

おっしゃるように、コンクリートの再生骨材ですね。これのみが唯一の製品なんです。ほ

かにいろいろ、グリーン調達にかかわる種類はいっぱいあるんでしょうけれども、ほとん

ど使われていないというのが現実でございます。ですから、そこら辺をもっと積極的な取

り組みといいますか、それはコストが高いという問題もあるんですけれども、ただそれは

コストが高いというばかりではなくて、そういう意識づけをやはり公共工事の発注の中で

表現していきませんと、なかなかこれは難しい問題ではないかなと思っております。 

【細田部会長代理】  ３本目の柱のところで、リサイクルビジネスなんですが、スーパ

ーエコタウンについて質問です。この事業の推進という場合、今、幾つか走っていますよ
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ね。稼働しているものもあって、ただ、非常にいいアイデアでつくっていて、理想のプラ

ントがどんどんできているんだけど、残念ながら、そういういいところに物がなかなか集

まらないという現実もある。その辺について、これは民民の仕事ですから、どうこう言う

ことはできないのかもしれないけれど、少しその辺、何か知恵……。せっかくいいものを

つくったのに、しかもリサイクルは非常に高くできるのに、そうじゃないところに行って

しまって、せっかくのところに来ないというのは、私はとても残念なことだと思うんです。

何かそういうことで支援というか、できないのかなと思っているんですけど。 

【長嶋調整担当参事】  ちょっと私のほうから。先生のおっしゃるとおりで、我々は都

有地を活用して、買っていただきながらやっているわけですけど、現状では建廃、それか

ら情報機器のものとか、それから来年には食品リサイクルが２つ、そういう施設の整備を

進めています。あと、来年には廃プラのいわゆるガス化溶融施設ができますし、サーマル

リサイクルといいますか、発電施設です。あと、先ほどから説明させていただいています

とおり、そこのガス化溶融施設と併設して、感染性医療廃棄物専用の炉をつくる。実際、

まさにそういう先生ご指摘の点が懸念がありまして、我々ができることは、確かに民民の

関係でございますけど、行政として、いろんな団体間の調整、団体と、それから施設の設

置者といいますか、事業者との調整という、一言で言うと必要な調整でございますけど、

深く踏み込むような形で搬入についての調整は現在進めているところでございます。具体

的にどこができるかはありますけど、何らかの形で都も強く関与しながら、そんな調整は

していくというつもりでございます。 

【細田部会長代理】  ぜひそれを進めていただきたい。というのは、柱の真ん中のとこ

ろで実はこれはかかわっていて、こういういいリサイクルプラントに入らないものはどこ

に行ってしまうかというと、私もよく話をしに行きますと、やっぱり非常に怪しいところ

に行くんですよね。そうすると、どういうふうに流れが行くか、ＩＣタグなり、あるいは

ＧＰＳなりでわかると、そっちの怪しいところに行くのはやっぱり減ると思うんです。そ

うしたときに、ちゃんとこっちで受ける。そういうときにしっかりしたものがあるという

ことで、これは対になっていると思うんです。ぜひその辺、ちょっと難しいところはあろ

うかと思いますけど、両方をうまく並行してやっていただくと、相乗効果として合わせわ

ざ、いつも私は廃棄物の問題は合わせわざだなと思っているんです。一つの一発的なもの

でうまくいくことはなかなかないので、透明性の問題と、こちらのエコタウンのいい処理

施設、もちろんエコタウン以外にもいい処理施設はありますので、そちらに流し込むよう
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な誘導政策というのをぜひこれからもお考えいただきたいと思います。 

【小泉部会長】  ありがとうございます。 

【北村委員】  今の先生のご議論で、医療廃棄物のＩＣタグについては、これは自分で

やっていこうと思っていらっしゃるので、ややトーンダウンがあって、先ほどの建築リサ

イクルの威勢のよいのと若干、大病院に限ってという話なんですけども、リスクからする

と、建廃よりも医廃のほうがはるかに大きいわけでございますし、そういうものについて

は特に一般の環境法の理屈でも、大きなところだけを押さえるのではなくて、小さなとこ

ろを押さえてもいいというのが昔からの理屈でございますから、この資料の１８ページの

書き方で、「順次拡大する」というのは何かよくわからないんですけど、これは大病院を対

象にとりあえずやるけれど、それ以外にも順次拡大するというご趣旨なのか、大病院の対

象にするのを、大病院の中で順次拡大するという意味なのか、いま一つわからなかった。

これは確認です。 

 こういうのは、単にそれなりに、義務ではないけれども、仕組みとして適正処理の観点

からは、エンジニアリングとしてこういうのがあるよということになれば、こういうのを

使わずに変なことが起こっちゃったといったときに、措置命令等をかける要件の考慮事項

として、やっぱり一つは言えるのかもしれませんね。これはおどしみたいなものですから、

実際に使えという話じゃないんですけども、こういうのがあって、それなりに推奨されて

いる、それなりに合理性もあるといったあたりは、そういう万が一のときの不利益処分の

要件の一つ、それだけでは難しいと思いますが、一つとして都も考えているよというあた

りがあれば、無知と言えば無知なんですけども、前もってそういうのもより積極的に採用

していただくものとして使える。これは処理計画のレベルの話ではございませんけれども、

踏まえての、細田先生の合わせわざの一つとしてご認識いただければなと思います。 

【齊藤産業廃棄物対策課長】  今お話がございました、ＩＣタグの順次拡大と記載させ

ていただいてございますけど、もともと、先ほど説明させていただきましたけれども、２

番目の丸のバーコードの方式が、東京都医師会方式と申しまして、東京都の医師会で葛飾

区、足立区、新宿区で始めておりまして、これは月に１回程度廃棄物が出るような診療所

やクリニックが対象となっており、バーコードで読み取るという制度です。この制度を都

が応用させて頂き、ＩＣタグで追跡していこうというものです。なぜバーコードに比べて

ＩＣタグを導入するのかというと、読み込みの速度あるいは精度等でも、バーコードに比

べてやや有利な点がございますので、都としては大量に廃棄物を出される病院でこれを進



 -39-

めていきたいと考えております。コストの負担で見ると、大体、ＩＣタグでいうと１枚当

たり９０円ぐらいかかるものですから、年間で大体２万容器ぐらいが出ると考えると、１

８０万から２００万ぐらいのご負担をお願いすることになります。今、北村先生からお話

がございましたように、もしご自分が適正に出されたものが不法投棄された場合のリスク

との関係で、その２００万近いお金を払っていただけるのかどうかというのを、私どもは

病院に対して、各団体を通じ、あるいは個別にお願いしているところでございます。これ

から、またコストが下がっていけば、順次拡大ができるのかなと思っているところでござ

いまして、当面は大病院はＩＣタグで、バーコードは診療所あるいはクリニック等で進め

ていくということをやっていきたいと思ってございます。 

【北村委員】  せっかく医療廃棄物もちゃんと処理できる施設がつくられて、そこはお

そらくこういうのの対応ができる施設でございましょうから、一般的にはどこに持ってい

ってもいいのだけども、やっぱりここだと結局、医廃については都内できちっと対応でき

るということで追い込んでいけるという側面もございますよね。細田先生がおっしゃった

ように、立派な施設をつくったのに全然来ないというんじゃなくて、それは変なことが起

こるリスクも都内でやったほうが少ないという、その辺をご宣伝なさるということでござ

いますね。 

【小泉部会長】  そのほか、いかがでしょう。どうぞ、中田委員。 

【中田委員】  ＰＣＢ関連のことなんですけども、最近、知り合いの環境マネジメント

システムのコンサルタントをしている方に聞いたんですけれども、コンサルタント先でＰ

ＣＢ廃棄物を敷地内に不法投棄されてしまったということを聞いたんです。スーパーエコ

タウンでＰＣＢの処理を始めたということで、すばらしいとは思うんですけれども、処理

費用が高額だというのがちょっと気になっていまして、そういうのは例えば補助金が出る

とか、分割払いができるとか、そういったことはあるんでしょうか。 

 それと、東京都に登録していない、申告していない会社というのもあるのではないかな

という気がするんです。ＰＣＢのコンデンサーとかそういったものがあるということを隠

しているというか、そういった会社もあるのではないかなというのがちょっと気になって

いるんです。私は週末は高尾山の北側の裏高尾というところで森林ボランティアをしてい

るんですけども、そういったところに、例えばそういうＰＣＢ廃棄物などが不法投棄され

たら、ほんとうに困るなと思っているので、価格についてのことと、あと登録していない

会社もあるのではないかなということが気になるので、ちょっとお聞かせください。 
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【齊藤産業廃棄物対策課長】  確かにご指摘がございましたように、施設はできました

が、処理に際しては保管者のご負担で運搬をしていただき、処理をするということになっ

てございまして、一部、処理料金が高額なものがあるのも事実です。３０年間保管を余儀

なくされた方に、改めてこれから処理施設のほうへ運んでくださいという段になったとき

に、場合によっては、莫大な経費がかかるのも事実です。それは今後の大きなネックだと

思っています。補助制度もございまして、７割方が負担軽減ということで補助制度で出ま

す。いずれにしてもご負担をいただかなければならないので、先ほどの医療廃棄物の問題

と同じなんですけども、どこまできちんと適正に処理していただくのかということについ

ては、またご理解いただくように私どもも努力していきたいと思ってございます。 

【長嶋調整担当参事】  補助金の関係とか、中田委員のほうからご指摘ですけど、ＰＣ

Ｂは中小企業の分につきましては自己負担が３割、７割につきましては国と各都道府県、

東京都もお金を出しているわけですけど、その基金がありまして、そこからお金が出ると

いう形で、基本的には中小企業分については、処理費について支援していくという制度が

ございます。 

【小泉部会長】  大分時間も迫ってまいりましたが、そのほかいかがでしょうか。 

 補足ですね。 

【齊藤産業廃棄物対策課長】  ＰＣＢに関して、きちんと登録がされているのかという

ことでございますけど、これについては毎年、私ども東京都に報告していただくことにな

ってございまして、新たに保管するとか、あるいは処理する必要が出てくる方については、

また登録してもらうことになってございますので、基本的には漏れはないことになってご

ざいます。 

【中田委員】  罰則はあるんですか。後でわかりますよね。 

【齊藤産業廃棄物対策課長】  はい。届け出義務違反については、特措法で、懲役６カ

月以下、罰金が５０万円以下ということになっております。 

【森廃棄物対策部長】  ちょっと補足しますけど、まだ使っていらっしゃる方がいらっ

しゃるんです。使用中の方もいらして、保管の方もいらっしゃる。問題は、使用中からス

ムーズに保管に切りかわるということ。これを進めるために、今の法律のバックアップが

あるとともに、毎年、使用者も含めて報告を求めているんです。例えば、実はこれが未登

録だったということが発覚された場合であっても、これをお願いしますというふうな手続

になっているんです。ただ、手続がややこしいし、またルールを知らないよということの
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ないように、周知は今後とも努力していかなきゃいけないと思っておりますけれど、基本

的には使用者も含めて登録させていただいているというのが現状でございます。 

【中田委員】  実は私の勤務先であったことなんですけども、ＩＳＯの審査のときに審

査員に、おたくのビルではＰＣＢを含んだコンデンサーとかトランスですか、使っている

んじゃないかというのを調べましたかと。そんなの知りませんと、もう大変な騒ぎで、あ

ちこち調べて、入っていませんよということに落ちついたんですけれども、そういったも

のを使っているとか使っていないということは全然意識していないですよね。今まで、ビ

ルを建てたところに全部任せていますからというような感じだったんです。 

【小泉部会長】  どうも。ＰＣＢにつきましては、いろんな事情があるんでしょうね。 

 まだまだご議論いただきたいところなんですが、予定の時刻になってまいりましたので、

そのほかよろしいでしょうか。 

 本日は、柱３本ということで、１本目の柱、２本目の柱、３本目の柱、特に私は３本目

の柱の健全な廃棄物処理とかリサイクルビジネスの発展、これは非常に今後重要な柱にな

ろうかと思っておりまして、この辺も少し、どこまでできるかというのはあろうかとは思

うんですが、できる限り、いろいろ具体的にやっていくような方向性が今後できればあり

がたいなと思っております。なかなかこういった循環型社会へ向けてのいろんな廃棄物処

理計画というのは、やらなきゃいけないことがこれから山ほどありますし、それの１歩で

も２歩でも先に進んでいけるように、内容をちょっと詰めていっていただければと思って

おります。 

 そのほか、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】  きょういろいろご議論いただきましたけれども、次回でございます

けど、第４回の計画部会は来年の１月ごろに開催をお願いしたいと考えております。その

際、本日のご議論を踏まえまして、こういうものを適宜修正して、中間のまとめの素案の

ようなものをお示ししてご議論いただこうかと思っております。また、先ほど申し上げま

したように、この段階で一度、区市町村のほうのご意見も伺ってみようかと思っておりま

す。それも踏まえて、１月にまたご議論していただこうかと思っております。また詳細日

程及び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申し上げたいと思って

おります。 

 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してございま

すので、ご都合の悪い日にバツの印をご記入の上、事務局にお知らせいただけるとありが
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たいと思っております。 

 以上でございます。 

【小泉部会長】  それでは、これをもちまして、第３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 ―― 


