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日時：平成 18 年 1 月 24 日（火）午前１０時～ 

             場所：東京都庁第一本庁舎 33 階北側 特別会議室 S6 
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東京都廃棄物審議会 第４回計画部会 

平成１８年１月２４日 

 

 

【小泉部会長】  それでは、定刻になりましたので、第４回計画部会を開催いたします。

第４回ですが、今年始めての部会ということになりますので、本年もどうぞよろしくお願

いいたします。 

 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します。 

【中村計画課長】  初めに、本日の出欠席状況について、お知らせいたします。細田部

会長代理、薗田委員、広瀬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、現在、崎田委員、黒川委員、北村委員につきましては、いらっしゃっ

ておりませんけれども、ご出席と承っております。若干遅れていらっしゃると思います。

ただいまご出席の委員数が８名で、部会委員総数１４名の過半数に達しており、定足数を

満たしていることを、まず、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。机上に配付しておりますのは、

会議次第１枚、座席表１枚、委員名簿、資料集、別添資料、別添資料は「新たな廃棄物処

理計画の体系イメージ 中間のまとめ（案）の骨子（案）」という形で、とじたものをお配

りしております。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、これより本日の議事に入りたいと思います。本日の議題は、中間のまとめ（案）

の骨子についてでございます。事務局から骨子の案が示されていますので、これについて

審議していきます。その前に、昨年１２月下旬に、これまでの部会での審議内容について、

区市町村からご意見を聞いております。こちらにつきましても、本日の議事の参考にして

いきたいと考えております。 

 それでは、まず、事務局から説明をお願いします。 

【中村計画課長】  それでは、審議会の資料のとじてあるものと、それからＡ３、１枚

の体系イメージ、これを見比べながらご覧いただければと思っております。 

 今、部会長からございましたように、これまで計画部会３回のご議論を踏まえまして、

また１２月に行われました区市町村のヒアリングの結果も勘案いたしまして、骨子の案と
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いう形で、今回お示しさせていただいております。これで、今日ご議論いただきまして、

次回、中間のまとめ（案）というのをもう一度ご審議いただくという形でございます。 

 それでは、１枚開いていただきますと、資料１として「区市町村に対するヒアリング結

果」というのがございます。これは、昨年の１２月１９日から２２日にかけまして、区部

と多摩地域の区市町村、あるいは一部事務組合のヒアリングを行ったものでございます。

また、島嶼の町村につきましては、別途意見をいただいているという形でございます。 

 ヒアリング結果は、たくさんご意見が出たんですけれども、要約版をまとめてございま

す。まず、四角で囲ったところでございますけれども、都と区市町村との役割分担を前提

としつつも、都が今後の方向性をより具体的に示していくことを期待する意見が非常に多

うございました。ただ、一方で、都は区市町村の取組をあまり束縛すべきではないという

ようなご意見も寄せられております。両論あったという形でございます。 

 それから、項目別でございますけれども、まず、総論あるいは計画のスタンスというと

ころでございますけれども、まずは、実効性のある、都の支援策を希望するという点、そ

れから、既存の埋立処分場をできる限り長く使っていくべきだという主張を、もっと積極

的に出してもらいたいというようなご意見もございました。また、八都県市の広域的な取

組と区市町村の取組、こういうものをつないで、一層の連携を図ってもらいたい。これが、

都の役目であるというようなご意見もございました。 

 発生抑制のところは、区市町村それぞれ取り組んでいるところでございますけれども、

都から事業者団体等に対する働きかけをぜひしてもらいたいというようなご意見が多うご

ざいました。 

 家庭ごみの有料化、これもたくさんご意見が出たんですけれども、１つは、有料化の前

提として、収集運搬の原価を明らかにするように言われているということで、統一した方

法で原価計算を、まずしたい。それから、有料化であろうというようなご意見もございま

した。あと、有料化については、各区で判断ということでございますけれども、周辺区と

の調整が必要というご意見がありました。これは、２３区のご意見でございました。市民

からは、東京として制度を統一化してほしいと言われているという話もございました。あ

と、この答申の中では、有料化を促進する旨の記述を盛り込んでもらいたいというような

ご意見も一部ございました。続きまして、２ページでございます。もう１つ上の意見は、

もう少し踏み込んでもらいたいというような意見もございました。あと、多摩地域の有料

化がうまくいったかどうかの検証結果が欲しいと。多摩地域の半分ぐらいの市町村で、も
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う有料化を進めていますので、もうそろそろ都として検証結果をまとめないのかというよ

うなご意見もございました。 

 それから、今度は事業者対策でございますけれども、２３区あるいは多摩地域の一部の

市で、大規模事業所の排出指導というのをやっております。その中で、廃棄物を減量して

いくという面では、一廃も産廃も区分は関係ないということで、一廃の減量とあわせて産

廃の指導もしていくことも可能ではないかというご意見もございました。 

 それから、プラスチック廃棄物のサーマルリサイクルにつきましては、特別区長会で、

平成２０年度からサーマルリサイクルを本格実施するという方針を確認しておりますけれ

ども、区民への意識の転換を求めて、定着させることには少し時間がかかるのではないか

というご意見でございます。それから、サーマルリサイクルについての専門的な助言がや

はり必要だという点、それから、可燃ごみと不燃ごみの区分についても統一していく方向

が望ましいのではないかというご意見もございました。その他、また別のことで、分別基

準をあまり細かくするということは、これからの高齢化社会では、高齢者の負担となって、

難しいのではないかというご意見もございました。 

 容器包装のリサイクルにつきましてはさまざまな意見がございましたけれども、３ペー

ジの一番上にございますように、国に対して、ＥＰＲを進めるべきだともっと積極的に言

ってもらいたいというようなご意見が非常に多うございました。 

 ごみ処理コスト、この審議会でもご議論されていますけれども、区市町村のほうは、出

すのは当然だというようなご意見が結構多うございまして、特に、ごみ処理コストをはっ

きり出したら、かなりの反響があって、姿勢を評価されたというようなご意見もございま

した。 

 ごみ量につきましては、 後の目標量のところの排出量の５９０万トン、もう少し減ら

せないのかというご意見もございましたけれども、後ろでご説明しますけれども、今回少

し表記を工夫して、誤解がないような形でお示ししたという形でございます。 

 環境教育のところは、これは２３区だけではなくて、多摩地域の市からもこういうご意

見が出ました。市内の人口の１割が１年でかわってしまう。都市部は地方と違って、市民

啓発が非常に難しいんだということをご理解願いたいというようなご意見もございました。 

 それから、「１０ その他」でございますけれども、個別収集の実施と有料化によって、

可燃ごみ量はかなり減少した。残されたのは一廃の部分でございますけれども、生ごみを

何とかしたいというご意見が結構多うございました。あと、スラグ、これから２３区を中
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心に使われますけれども、安全性について、安全なんですけれども、十分理解が得られて

いないというようなご意見もございました。 

 以上が、１２月に区市町村からヒアリングした結果の概要でございます。この結果も踏

まえまして、先ほど申し上げましたように、骨子（案）の中に盛り込んでいるという形で

ございます。 

 それでは、資料２、５ページからでございますけれども、体系イメージ図と見比べなが

らごらんいただければと思っております。 

 まず第１に、新たな計画の策定に当たってということで、５ページから８ページまで書

いてございます。（１）として、現行計画策定後のこれまでの動きということでまとめさせ

ていただいておりまして、１つは、現行計画の主な施策については着実な進展がなされて

きたというところでございます。２つ目の丸にございますように、例えばスーパーエコタ

ウン事業が大きな進展を見せたということで、建設混合廃棄物についても、都内排出量の

全量を処理できる体制が確保され、あるいはプラスチック廃棄物等のリサイクル施設の整

備も新たに進められているというところでございます。また東京ＰＣＢ廃棄物処理施設が

稼働して、都内のＰＣＢ廃棄物につきましては、平成２２年度までに処理できる見通しが

立ってきたというところもございます。それから、前回の審議会の答申を踏まえて、条例

改正して作りました産業廃棄物の適正処理に向けた報告・公表制度、これも新たに今年の

９月から施行して導入したという形でございます。それから、この間の、東京都だけでは

なく、もう少し大きな国内的な動きとしては、各種リサイクル法が施行され、それから、

数度にわたる廃棄物処理法の改正によって、排出事業者責任を求める規制が強化されてき

たという大きな動きもございます。また海外との関係では、多くの使用済みのプラスチッ

ク類などの輸出が拡大、古紙とか、くず鉄もそうですけれども、その中で適正な循環利用

の実現に向けた取組が求められてきているというのが、大きな動きでございます。 

 これらを踏まえて、第１回の部会でご議論いただきました６つの主要課題をまとめてご

ざいます。これまでの動きを踏まえた上で、今後の課題をまとめたということでございま

して、６ページの上のところにございますように、新たな計画期間５年間、２２年度まで

に取り組んでいくべきものと、さらにその先を見据えて、中長期的な視点に立って取り組

んでいくべき課題を整理して、６つにまとめたという形でございます。 

 課題１は、依然として廃棄物等を大量に発生させている社会ということで、人口の増加

傾向、あるいは、より一層の高齢化、あるいは都内の経済がプラス成長が見込まれるとい
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うことで、廃棄物の発生量は増加するというふうに予測されます。この中で、生産や消費

活動のあり方を、廃棄物等の発生抑制が進展する方向に変革していく必要がある。これが、

１つ目の課題でございます。 

 課題２は、埋立処分に依存しているプラスチック廃棄物ということで、前回答申で、プ

ラスチック廃棄物は埋立不適物と言われましたけれども、依然として多くが埋立処分され

ているということでございます。プラスチックについては発生抑制を促進して、国内にお

いて適正なリサイクルが徹底されるよう、ルートづくりを促していくべきだということで

ございます。 

 課題３、有効活用されていない建設泥土ということで、建設リサイクル法の施行に伴い

まして、がれき類等は再生利用の拡大を図られていますけれども、依然として建設泥土に

ついては、その多くが埋立処分されておりまして、有効活用が図られるような、必要な条

件整備を行う必要があるというのが、課題３でございます。 

 課題４でございますけれども、廃棄物の不適正処理の問題はまだまだ解決していないと

いうことで、今後不適正処理の未然防止策を講じていく必要がある。これが、４つ目の課

題でございます。 

 課題５でございますけれども、有害廃棄物の約６割が、他県における処理に依存してい

るということで、ＰＣＢ廃棄物等については、都内処理を進めるとともに、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。その他の産廃につい

ても、確実な処理の実現に向けて、必要な措置を講じていく必要があるということでござ

います。 

 課題６としては、健全な発展が求められる廃棄物処理・リサイクルビジネスということ

で、廃棄物・リサイクル関連ビジネスが、社会から十分な理解や評価を受けて、健全に発

展していくような誘導が必要である、という６つの主要課題にまとめてございます。 

 その課題を踏まえまして、計画の策定でございますけれども、（３）にございますように、

（３）の丸の２つ目でございますけれども、新たな計画においては、目指すべき循環型社

会のあり方や、循環型社会において定着していることが望まれる社会の規範を示し、それ

を実現していくために、施策が目指すべき方向性を明らかにして、その方向ごとに進める

べき個々の施策を具体的に定めていくべきであるという書き方をしてございます。目指す

べき循環型社会のあり方や、循環型社会において定着している社会規範というのは、９ペ

ージ以降の「新たな計画の基本理念」のところに書いてございます。また、施策が目指す
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べき方向性につきましては、１１ページ以降の「施策の柱と目指すべき方向」という形で

まとめてございます。また、個々の施策につきましては、４、５、６、そして、１３ペー

ジ以降でまとめているという形でございます。 

 それからもう１つ、７ページに戻りまして、（４）の計画の位置づけでございますけれど

も、もちろん廃棄物処理法に基づく計画でございますけれども、それだけではなくて、地

域における循環型社会の形成に関する施策を定めた計画というような性格もあわせ持つも

のとして、計画を位置づける。それからもう１つは、東京都環境基本計画という上位計画

がございます。８ページの下のほうにございますように、この環境基本計画の理念を踏ま

えて、東京から、循環型社会への変革を果たすまでの道筋を広く発信していく性格を持つ

べきものでなくてはならないというまとめ方をしてございます。 

 続きまして、９ページからの基本理念でございます。これも、第２回部会以降ご議論い

ただきましたように、循環型社会がまだ道半ばだということで、循環型社会への変革を、

引き続き基本理念としていくという形でございます。その中で、丸の２つ目でございます

ように、物質的な豊かさよりも、心の豊かさを一人一人が大切にして、持続可能な社会の

実現に向けた取組を進めていかなければならないということと、丸の３番目に、社会を構

成する各主体それぞれの役割と責任の所在を明確にして、各々に対して自発的な取組を促

していく施策を展開し、以下に掲げる循環型社会を実現していくべきであるということで、

点２つで、循環型社会の姿を出してございます。 

 読み上げさせていただきますと、製品の省資源化や長寿命化が進むとともに、できるだ

け資源を消費しないライフスタイルが定着していくなど、廃棄物等の発生を抑制する取組

が進み、さらに経済性と環境への負荷とを勘案した上で、望ましいリユースやリサイクル

の取組が一層推進されることによって、温室効果ガスの削減が進み、天然資源の消費量と

廃棄物の排出量の抑制が図られている。これが、１つでございます。もう１つは、不要と

なって排出された廃棄物は、処理の過程においてエネルギー消費量の抑制と有害物質等の

管理の徹底がなされた上で、可能な限り埋立処分量を削減するなど、環境に与える負荷や

有害物質等によるリスクが 小限に抑えられることによって、安全で安心して暮らせる生

活環境が保全されている。この２つを上げてございます。 

 続きまして、３回目までのご議論の中で、循環型社会の姿をもう少し具体的にという話

もございましたので、実現すべき社会規範というのをまとめてございます。そこで、循環

型社会においては、そこに点が４つありますけれども、そういうものが、規範として定着
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しているというようなイメージを持っております。１つは、生産者のほうは、廃棄物を生

じさせない製品の設計、提供、消費者は、そういう製品を進んで選択していくという行動

は定着している。２つ目は、廃棄物の再生利用の過程が、いわば製品の製造の過程と同じ

ような一体の過程として捉えられている。もう１つは、事業者が環境に与える負荷を抑制

する取組は、市場において評価されるという認識が定着している。４つ目でございますけ

れども、廃棄物を適正に処理することは、社会の規範として重視されている。さらに、廃

棄物を適正に処理するために要する費用が、生産活動なり消費活動に必要な費用の一部で

あるとの認識が定着している。この４つを掲げ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、（３）でございますけれども、以上に示した循環型社会の

変革を実現していくという点においてはまだまだ道半ばであるということで、引き続き基

本理念として循環型社会の変革を掲げて、先導的な施策に取り組んでいくべきであるとい

うまとめ方をしております。また、特に 初のほうでご議論いただきましたように、大都

市東京については、非常に大きな経済規模を持ち、また東京の産業は、他県や海外と非常

に密接な相互依存関係にありますので、また東京の施策が、他の地域への波及効果も大き

いということで、地球規模の視点に立って、現在の課題をとらえて、先駆的な取組を進め

ていかなければならないという書き方にしてございます。 

 続きまして、「３ 施策の柱と目指すべき方向」でございます。これは、５年以内に完了

する取組だけではなくて、中長期的に取り組んでいく必要のあるものを含め、３つの施策

の柱として、以下に示す方向性を踏まえて各施策を推進していくべきという書き方で、３

つ書いてございます。 

 初に、発生抑制・リサイクルの促進のところでございますけれども、都民、事業者に

対して、発生抑制、リユース、リサイクルが、自らに課せられた社会的な責任であるとの

自覚を定着させていくべきだという点、特に企業については、現在ＣＳＲが強く求められ

ているというところもございますので、例えば廃棄物の発生抑制等の費用については、事

業者が適切な負担をしていくように徹底すべき、あるいは、環境に配慮した製品の開発や

提供を一層促していくべきだというまとめ方にしてございます。また事業者の自発的な取

組を促進する仕組みづくりをしていくべきだということも入れてございます。 

 また、環境リスクの軽減のところは、今度は廃棄物が適正に処理されるようなことが、

都民、事業者自らに課せられた社会的な責任であるというような自覚を定着させていく。

それから、低廉な委託費用によって不適正処理を招くことがないように、処理に必要な費
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用を確実に負担していくということも、方向性として上げてございます。 

 また、３つ目でございますけれども、１２ページの上のところでございますけれども、

廃棄物処理の不透明性を解消させていくべきということで、特に有害性の高い廃棄物等に

ついては追跡管理する仕組みを普及させて、一連の流れを透明化させていくべきだという

ことでございます。２番目は、産業廃棄物の排出の多い大都市東京から先導的な取組を展

開していくということで、先ほど申し上げました飛散性アスベスト、感染性廃棄物、ＰＣ

Ｂ廃棄物の処理体制を早期に確立すべき。また、産廃は都県域をまたがって処理されると

いうことで、周辺自治体で連携して、首都圏から先導的な取組を展開していくべき。 

 ３番目の健全な廃棄物処理・リサイクルビジネスの発展につきましては、今後循環型社

会を実現していく原動力としての大きな役割が期待されるということで、環境に与える負

荷の少ない、すぐれた取組を行う事業者が発展できるような社会システムを構築していく

べきというのを書いてございます。 

 ４番、５番、６番、１３ページ以降は、それに基づいた個々の施策を上げてございます。 

 まず、４番目でございます。発生抑制でございますけれども、昨日、国のほうで容器包

装リサイクル法に関する審議が終わりましたけれども、それに絡めて、容器包装の発生抑

制の促進という形で書いてございます。私ども東京都と区市町村で、発生抑制の取組、仕

組みづくりを提案したところでございますけれども、それも大体入れられるような形で答

申がまとまってございますので、容器包装利用事業者の取組状況を、今後とも把握、分析

して、必要であれば、引き続きさらなる制度提案をしていくべきだというところ。それか

ら、八都県市でやっています容器包装ダイエット宣言のような、事業者による取組を促す

仕組みをつくっていくべき。あるいは、国によって、今度３Ｒ活動推進フォーラムという

組織体もできましたので、そういうものも通じて、関係団体とともに発生抑制の取組を進

めていくべきだというようなことを書いてございます。 

 家庭ごみの有料化で、ここは少し書き足したところで、なおかつ前回と違いまして、発

生抑制の項目に入れ込んでいるという形でございます。区市町村の意見もございましたの

で、１３ページの下からですけれども、家庭ごみの有料化については、１４ページの上の

ところでございますけれども、有効な発生抑制の施策の一つと言えると書いております。

ただ、この中で、ごみの減量効果や、その具体的導入方法、あわせて講じる施策、これら

については、区市町村に必要な情報を提供するなどの支援をしていくべきと書いてござい

ます。 
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 それから、建物の長寿命化のところでございますけれども、都内では、今後多くの建築

物が更新時期を迎えるということで、耐震性や防火性の面で支障がない建物については、

できるだけ長く使用していくことが求められる。また、新たに建設される建物についても、

長寿命の設計が普及するように、必要な方策を検討していくべきだという書き方をしてご

ざいます。 

 産業廃棄物のリサイクルの促進でございますけれども、プラスチック廃棄物のリサイク

ルの促進につきましては、この審議会と同時並行で、事業系プラスチックのリサイクルを

進めるための研究会を、細田部会長代理を座長に進めていただいておりまして、そのまと

めも、審議会の総会と同じ日にまとめをしていただくということになっております。そこ

の検討結果を入れております。 

 丸の 初にございますように、事業系のプラスチックでございますけれども、事業者に

対して、発生抑制やリユースに努めた上で、 も適切な方法によりリサイクルしていくこ

とが原則であることを強く訴えていくべきだという点。それから、幾つかありますけれど

も、１５ページの上の丸のところで、排出事業者に対して、的確にリサイクルを行い得る

事業者の情報を提供できる仕組みを検討していくべき。それから、丸の２つ目で、複数の

事業所を効率的に収集するシステムについて検討していくべき。それから、先ほど区から

も意見ございましたように、区市町村で実施している大規模事業所に対する排出指導と連

携、これもやっていくべき。それから、都の管理する 終処分場で、今、一定の基準を満

たす産廃を受け入れているところでございますけれども、事業者が主体的にリサイクルに

取り組むよう促していくためにも、 終処分場において受け入れるものを、再生利用がで

きない廃棄物に限るという趣旨が徹底されるよう検討すべき。ただ、その際、他県への流

出とか、あるいは不法投棄を誘発することがないように配慮すべきだというところでござ

います。 後に、プラスチック廃棄物の品質を高めて、質の高い再資源化品を普及させて

いく方策について検討していく必要があるというまとめ方でございます。 

 それから、１６ページ、建設泥土につきましては、建設工事現場内における埋め戻し材

としての有効利用等を一層促進していくべきだということで、そのために、廃棄物処理法

の特例措置を積極的に活用するなど、有効利用を促進していくべきという書き方にしてご

ざいます。 

 それから、一般廃棄物のリサイクルにつきましては、これも循環資源として有効活用す

べきというところでございます。丸の１番目は、容器包装リサイクル法の関係でございま
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すけれども、引き続き事業者自己回収の仕組みが構築されるよう、働きかけていくべきと

いう点と、容器包装リサイクル法による分別収集になじまないプラスチック廃棄物等につ

いては、サーマルリサイクルがさらに進展するよう、区市町村に支援を行っていくべきと

いう書き方にしてございます。 

 それから、区市町村に対する支援、１７ページは、区市町村のご意見も踏まえて、かな

り書き足してございます。まず、発生抑制・リサイクルに関する支援でございますけれど

も、区市町村の発生抑制等の取組について、必要な支援を行っていくべき。もう１つは、

区市町村が処理費用を公表していくために、費用の算出に必要な情報提供を行うなど、東

京都として支援に努めていくべき。それから、環境教育の推進につきましては、区市町村

の取組を支援するとともに、広域的に取り組むべきことは、八都県市で連携しながらやっ

ていくべき。 

 それから、ごみの適正処理の支援は、エネルギー効率が高く、信頼性の高い処理が行わ

れるよう、引き続き支援を行っていくべき。あるいは、広域的な連携や相互協力体制を構

築するための調整をしていくべき。 

 埋立処分量の削減につきましては、溶融スラグのエコセメントの有効利用を図れるよう

な支援を行っていくべきということでございます。もう１つは、埋立処分場につきまして

は、一番下のところでございますけれども、都自身が廃棄物の減量を、都民や事業者に広

く呼びかけるとともに、区市町村の取組に対して積極的に支援していくべき。次の１８ペ

ージでございますけれども、区部における埋立処分場の管理者という立場もございますの

で、処分場の効率的な維持管理に努めていく。あるいは、限りある容量をいかに有効に活

用すべきかについて、中長期的視点に立った検討をしていくべきであるということでござ

います。それから、し尿処理つきましては、合併処理浄化槽と汚泥の再生処理センターの

整備の促進をしていくという形でございます。 

 ５の環境リスクの軽減のための主な施策でございます。（１）は、有害廃棄物の都内処理

体制の確立ということで、飛散性アスベストにつきましては、そこに書きましたように、

溶融処理が技術的に確立するまでの間、セメント固化等を行ったものを、都の管理する

終処分場に受け入れているが、ということを書きましたが、事前でございますけれども、

２月１日から受付を始めて、２月８日から埋立処分を開始するということで書いてござい

ます。引き続き、適正に処理されるようにしていくべきであるということでございます。

もう１つは、溶融技術につきましても、国や産業界の動向を視野に入れつつ、調査、検討
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を行っていく必要があるという形でございます。感染性廃棄物につきましては、スーパー

エコタウン事業でできる施設も合わせますと、都内処理体制が確立されますので、適正に

処理がされるようにしていくべきだということでございます。ＰＣＢ廃棄物につきまして

は、施設が稼働しましたので、収集、運搬なり処分が安全に実施されるよう、監視、指導

を行うということと、もう１つは、保管あるいは使用している事業者に対して、期限まで

に処理するよう促していくべきだという書き方をしてございます。 

 それから、不法投棄対策の強化でございますけれども、これは、前にもご報告したよう

に、八都県市に提案した内容でございます。八都県市で、国に提案していくという形でご

ざいますけれども、解体から処分に至るまでの建設廃棄物でございますけれども、解体か

ら処分に至るまでの廃棄物の処理の流れを、電子情報により総合的に管理する。それから

もう１つは、適正な処分を行うために必要な費用が、事前の供託等により、確実に支払わ

れる仕組みの導入が必要であって、それについて、次のページでございますけれども、八

都県市として、国に提案していくべきだ。また提案に当たって、都としても積極的に実証

実験を行っていくべきであるという形でございます。 

 報告・公表制度、おかげさまで９月から施行されておりますけれども、排出事業者、処

理業者の報告・公表制度につきましては、制度の円滑な普及を図っていくべきという書き

方にしてございます。 

 ＩＣタグによる追跡システムを、今年度から始めておりますけれども、さらなる普及、

拡大を図っていくべき。 

 バーコードにつきましても、現在３区で行われておりますけれども、順次拡大していく

ような支援、あるいはＩＣタグによる追跡システムとの統合の検討ということもやってい

くべきだという形にしてございます。 

 また、広域的な不法投棄対策の充実で、産廃スクラム２７などについて、連携した取組

をさらに進めていくべきであるということと、ＧＰＳ等を活用したパトロールを行って、

不法投棄の状況を広く収集して、周辺自治体と情報の共有化を進めていくべきだという書

き方をしてございます。 

 続きまして、２２ページからの、健全な廃棄物処理・リサイクルビジネスの発展に資す

る施策という、主な施策を書いてございます。まず、スーパーエコタウン事業でございま

すけれども、１番目の丸にございますように、その事業運営が円滑に推進できるよう、今

後とも必要な調整を、都として行っていくべきだ。もう１つは、民間事業者による事業の
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成果を、先進的な取組事例として、東京から広く情報発信していくべき。もう１つは、こ

れまで整備した施設のほかに、先進的で信頼性の高い、新たな施設の立地について検討し

ていくべきだという３つを載せてございます。 

 また、優良な事業者を評価する仕組みづくりでございますけれども、先ほど申し上げま

したように、報告制度を、国に先駆けて、都としてやっておりまして、また国のほうから

も、優良性の判断に係る評価制度が具体化された。こういうことも考慮しながら、すぐれ

た取組を行っている事業者を、第三者が評価する仕組みの導入について検討を進めるべき

だという書き方にしてございます。 

 また、事業者のすぐれた取組の普及、促進ということで、東京都産業廃棄物対策推進協

議会、こういう場において、廃棄物の減量あるいはリサイクルについて、先導的に取り組

む事業者の成果を紹介するなど、普及、啓発を図っていくべきだという書き方でございま

す。 

 それから、環境報告書ガイドラインの策定でございまして、すみません、誤植がござい

まして、平成１７年３月でございます。ご訂正願います。３月に一般廃棄物処理施設向け

の環境報告書ガイドラインを策定しまして、今、都内の区市町村、特に一部事務組合で焼

却施設を持っているところは、環境報告書をかなり出しておりまして、ホームページでも

公開しております。今度は産業廃棄物の処理施設についてもガイドラインを作って、環境

報告書の普及に努めていくべきだという書き方にしてございます。 

 それから、産学公連携の調査研究ということで、大学や産業界と連携して、技術開発等

が促進されるよう、調査、研究を進めていくべきという書き方にしてございます。 

 続いて２４ページでございます。２４ページ、前回お示しした計画目標値、若干修正を

加えておりますけれども、書き方も変えてございます。まず、変えたところでございます

けれども、先ほど区市町村から、５９０万トン云々という話もございましたので、発生抑

制量を引かない数字で、左側の５４５万トンと比べるというのは少し正確ではないので、

２段書きのような書き方にしてございます。また、平成１５年度の実績のところも、この

間ご議論があって、少しわかりにくいということもございましたので、この時点では、ど

ういう減量をしているかというところもつけ加えてございます。また、産廃の 終処分量、

数字を若干修正させていただいているというところでございます。 

 ２５、２６ページは飛ばさせていただきまして、２７ページ。 後に、計画の推進方策

というところを、前回は基本理念の中でご議論いただいていましたけれども、別立てにし
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て、 後に持ってきてございます。まず、都は、広域の地方公共団体として、強いリーダ

ーシップを発揮して、みずからも先駆的な取組を進めていかなければならないということ

でございます。また、施策を展開していくに当たっては、各関係各主体と協働して取り組

んでいくべきという書き方にしてございます。４つございまして、１つは、都民、ＮＰＯ、

産業界と連携して、社会全体の意識の変革をしていく。それからもう１つは、区市町村の

施策あるいは首都圏自治体の取組と相互に協力、連携していく。３つ目でございますけれ

ども、都は、各主体に対して、必要な情報提供を行うとともに、課題解決に向けた問題提

起も行っていく必要がある。それから４番目でございますけれども、新たな社会的仕組み

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

の４つを掲げさせていただいております。 

 以下、２９ページ以降は、これまでの部会でお示しした資料を抜粋してございます。今

日は、ご参考にしていただければと思っております。 

 事務局からは、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。 

 骨子案、大きく８項目に分けて、今ご説明いただきました。それでは、 初に報告があ

りました区市町村の意見も踏まえまして、今ご説明のあった中間のまとめ（案）骨子につ

いて、審議に入りたいと思います。かなり量がありますので、まず、時間を区切りまして、

前半に、１の「新たな計画の策定に当たって」から、３の「施策の柱と目指すべき方向」、

１から３につきまして、ページですと５ページから１２ページまで、この部分を先に議論

していきたいと思います。その後、後半の４以降の各施策について議論していきたいと思

います。 

 それでは、１２ページまでの３までのところで、何かご意見あるいはご質問等ございま

すでしょうか。どこからでもよろしいかと思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。 

 どうぞ、辰巳委員。 

【辰巳委員】  ７ページの課題５のところと関連して、それから、その後の１２ページ

の上のほうの話と、すべて関連すると思っているんですけれども、有害廃棄物の適正処理

に関して、ここには事業系の話がメインで書かれております。私などが気になるのは、家

庭から出る一般廃棄物における有害廃棄物というものも、表記にもう少し入っていいのか

なと思っておりまして、具体的には、例えばガーデニングの使う農薬だとか、殺虫剤だと

か、あるいは結構いろいろとあると思うんですけれども。例えば水銀、蛍光灯の話だとか、
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そういうものに関して、まだまだ生活者のほうの関心も低いし、日常のごみとして出すと

きに、スプレー缶という意味で、缶だったら、気にはするけれども、入っている中身が、

もし埋め立てられたときに、どういうふうに地下に影響を及ぼすかとかというふうな発想

にまで、なかなかまだつながっていないと思いますので、そこら辺の状況をもう少し。つ

まり生活者に対しての有害廃棄物の処理あるいは問題点の明示というのかな、そういうふ

うなものもちょっと入れていただければいいなと。 

 それで、じゃあ、どういうふうに処理していくかという話で、次のページになるかと思

うんですけれども、やはりそういう家庭から出てくる有害廃棄物が、なるべく散逸しない

ような、分別した収集方法、それには、市町村だけの努力では無理で、やはり事業者との

連携というのが、後ろにありましたけれども、そういうのときちっと連携をとりながら、

場合によっては、長期的な見通しとしては拡大生産者責任というか、もし残った薬品など

は、メーカーが責任を持って回収して処理するとか、そんなところまでつながればいいな

と思ったりしておりますもので。だから、今すぐではないにしても、散逸しない方策を考

えるとか、システムを考えるとか、何かそんなとこら辺まで、もう少し入れていただけれ

ばなと、一つは思いました。 

 それからもう１つあるんです。これでおしまいです。あと、１０ページのところになる

んだと思うんですけれども、排出抑制の話で、１０ページの一番上の丸の中の１番目の点

なんですけれども、消費者は、廃棄物をできるだけ発生しない製品を選択していく行動が

定着している。これはすばらしいことで、こうあるべきだと思っております。で、同様に

ＢｔｏＢのお話も、ここに入っていいのかなと思いまして、消費者ももちろんそういうも

のを選択的に購入していかなければいけないんですけれども、事業者も全く同じ立場にあ

るので、ここには「消費者、事業者は」と双方に入れていただきたいなと思っております。 

 以上です。 

【小泉部会長】  どうもありがとうございました。 

 特に前半の有害廃棄物、おそらく一般家庭でも、何が有害かというのがわからない場合

もあると思いますし、そういったご指摘ございましたので、事務局、何かございますでし

ょうか。 

【中村計画課長】  今、ご指摘の 初のところ、７ページのところは、主に産廃をイメ

ージして書いてございます。 

【辰巳委員】  そうなんですよね。それは当然なんですけれども。量的にも多いし。 
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【中村計画課長】  ただ、９ページの、先ほどご説明しました循環型社会の点の２つ目

で、廃棄物の処理の過程において、有害物質の管理の徹底、それは、そんな意味も含めて

入れさせていただいております。 

【小泉部会長】  ２点目はいかがでしょうか。 

 先ほど辰己委員の２点目のところで、消費者に、事業者もというお話でしたね。 

【中村計画課長】  その事業者というのは、消費者の立場としての事業者という意味で

ございますか。 

【辰己委員】  もちろんそれもありますし、グリーン調達という視点も必要ですので。

場合によっては、１１ページの「事業者の自発的取組を促進する仕組みづくり」のあたり

に入ってもいいのかもしれないなと思っているんですけれども。 

【中村計画課長】  私ども、この消費者というのは、別に一般住民だけではなくて、事

業者も含めた意味で書いてしまったものですから。 

【辰己委員】  なるほど。でも、私などは、なかなかすぐに生活者というふうにとって

しまいますので。 

【中村計画課長】  わかるようにするということですね。 

【小泉部会長】  では、消費者の説明をちょっと入れながら書き込みまして。 

【辰己委員】  そうですね。要するに、購入者という意味でね。 

【小泉部会長】  そうですね。そうしましょう。わかりました。では、よろしくお願い

いたします。 

 それでは、崎田委員、どうぞ。 

【崎田委員】  ありがとうございます。 

 今、この全体の骨子案のいろいろなテーマを出していただいて、これ一つ一つはしっか

り書き込んでいただいているので、大変すばらしいと思っています。それで、１つ、全体

的なイメージなんですけれども、ふと思いましたのは、今、循環型社会をどういうふうに

つくっていこうかというふうなことを考えたときに、今後、いわゆる循環型地域社会をき

ちんとつくっていって、それの総体としての国がきちんと循環型社会になるという。そう

いうすべての基本が、地域をきちんとつくっていくことから始まるという方向性というの

が随分、今、小さな政府と元気な地域社会という方向性が見えてきたと思っています。 

 そういうことを考えると、東京都というのが、一つの地域のある程度の一つのイメージ

として、もちろん人によって、地域というのが、区ぐらいのイメージの地域というふうに
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考えている地域という言葉と、東京都というイメージと、八都県市というイメージと、す

べてがいろいろなイメージで地域ということに包含されるんですが、その辺のイメージも、

ある程度みんなで少し議論していきながら、東京都を含めた循環型地域社会をつくってい

くために、全体像として、どういうふうな社会のありようを描いているんだという、何か

そんな感じで、感じられるようなまとめ方というのができ上がったらいいなという感じが

いたします。 

 そういう議論の中で、例えば東京都は大消費地である、あるいは、大きなビルがあると

いうことで、建設的な産業廃棄物の分野と、消費者と関連のある容器包装材とか、それの

発生抑制に向けた消費社会をつくっていくということが、イメージとして大変強くあるん

ですが、もう１つバイオマス資源総体、いわゆる一般家庭からの生ごみも含めて、建設廃

材も含めた、あと、木材資源とか、すべてを含めたバイオマスをしっかりと活用して、エ

ネルギー活用をし、そしてもちろん資源として活用する。そういうことで、きちんと地球

温暖化対策と循環型社会づくりと自然との共生と、すべてにうまく合わさった社会をみん

なでつくっていこうというふうにしているところだと思うので、それに対して、東京都が

やはり都市型のイニシアチブをとっていくんだという方向性がガツンと示せるような感じ

でまとまっていくと、多くの方にもっと具体的に、今、書いてある施策が伝わってくるの

ではないかなという感じがいたしました。とりあえず、方向性の話で一言。 

【小泉部会長】  どうもありがとうございます。 

 今、お話にあります地域というのは、東京都ということを考えても、世界でいったら、

国ぐらいに相当するみたいな規模かもしれませんし、区部の１つの区を取り上げても、日

本のどこかの県ぐらいの人口規模といいますか、そういうふうなことがあって、この地域

をどう見るかという、地域の定義といいますか、これは非常に重要なことだと思うし、難

しい内容かと思います。私自身、この東京都でうまくいかなければ、循環型社会というの

も、おそらく世界的に見て、うまくいきはしないというふうな考えを持っております。で

すから、ある意味では、収集、輸送の部分については非常に高密度に集約された地域であ

るため効率的だと思いますし、そこを出発点にして、うまくそういった循環型社会が、世

界に発信できればと思っています。今、崎田委員のお話にあった、この基本理念の中のイ

メージは、私は東京都かなと思っていましたけれども、その辺どうでしょうかね。何かご

意見等ございますでしょうか。 

【中村計画課長】  ９ページ以降は、私どもの計画でございますので、やはり東京の社
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会を中心に循環型社会を考えているということはございます。ただ、（３）にも書きました

ように、ほかの地域への波及効果、これもご議論いただきましたけれども、ここは非常に

大きいというところを忘れてはいけないのかなと思っております。 

【崎田委員】  ありがとうございました。 

 例えば９ページ、１０ページあたりをじっくりと読ませていただければ、そういう視点

で書いてあるというのは、実は非常によくわかります。そういうことが、多くの都民の方

にもきちんと伝わり、そういう社会を、市民、事業者、そして産業と行政と連携してつく

っていくんだということが、わりにこの計画の初めにはっきり出ているということが一つ

大事かなという。それと、先ほどバイオマス資源と言いましたけれども、建設廃材や間伐

材、あるいは生ごみとか、事業系生ごみや家庭系生ごみすべて入れた、この辺のバイオマ

スに関して、今、社会的な関心というか、ここをしっかりと方向性を見せてほしいみたい

な要求というか、盛り上がりという、何かジワジワ高まっているところだと思うので、そ

ういう意味でいくと、建設廃材とか、そういうもののイメージはわかるんですけれども、

家庭系であったり、もうちょっと一般的な生ごみのことも加えたり、エネルギー政策とど

うつながるのかみたいな話というのがちょっと少ないかなという感じがして、ちょっとそ

ういう感じがしたものですから、先ほどああいう発言になりました。 

【中村計画課長】  理念のところは、今のご意見も踏まえまして、中間のまとめ（案）

をお出しするときはもう少しブラッシュアップして、わかるような形でお出ししたいと思

っています。 

 生ごみは、今のところ、施策としてはスーパーエコタウン事業で施設を２つつくるとい

うことで、バイオマス発電と飼料化という２つの施設がもうそろそろ動き出すという形で

ございまして、決して忘れているわけではないということをご理解いただければと思いま

す。 

【崎田委員】  ありがとうございます。 

 それの関連で。 

【小泉部会長】  どうぞ。 

【崎田委員】  ありがとうございます。 

 それで、私、 初に自治体のほうのヒアリング結果を見ていたときに、やはり自治体の

皆さんが、今、循環型社会づくりのごみ問題の解決に当たって、その中で、どこが課題か

というのが、わりに全体像を見て、きちんと、そして、今、事務局の皆さんが、それに対
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してきちんとまとめていただいていると思っています。こういう循環型社会づくりの、今、

課題の全体的なものをきちんと俯瞰した上で、きちんと東京都全体がサステナブルな都市

につくっていこうとしているんだという意思を明確に表示した上で、その中の今回この問

題を重点課題にしているんだという明快な説得力みたいなものがあったほうがいいという

感じはいたしました。それで、先ほどそういう一連の発言をさせていただきました。あり

がとうございます。とりあえずは、しっかりといろいろと個別には入れ込んでいただいて

いると思っていますので。ありがとうございます。 

【小泉部会長】  どうもありがとうございました。 

 どうぞ、岡本委員。 

【岡本委員】  ９ページの「循環型社会への変革」というところの「目指すべき循環型

社会」の２つ目の丸のところなんですけれども、より望ましい社会のあり方は、物質的な

豊かさよりも、国土を慈しみ、地球環境を大切に思う心の豊かさを一人一人が大切にして

と、大変泣かせるような、うまい表現のところがあるわけなんです。これは大変いい言葉

だと思うんですけれども、まさにこの循環型社会を可能にするためのバックボーンという

のは、価値観が変わらなければ、なかなか変わらないということを言っているのではない

かと思います。ただ、実情は、理屈でこれをみんな理解すると思うんです。ですけれども、

実際のところは、なかなか実行する人はマイナーというのが、実際ではないか。例として、

例えば事業が当たって、金をもうければ、おそらく自分が稼いだ金なんだから、何に使お

うと自由ではないかということになるでしょうし、今、あまり景気よくない、多少ミニバ

ブル的な状況なんですけれども、そのバブルがもう少し伸びれば、おそらくそういうふう

な一時的な金銭を得るという人は多くなって、それで、どちらかというと物質的な欲求に

走るということが多くなるだろう。 

 そういうふうな意味で、やはり価値観を変えるということはなかなか容易ではなくて、

心の問題ということで、何かそこをもうちょっと強調できないだろうか。例えば具体的に

は、新たな道徳教育的な取組、国土なり地球を慈しんでいくことが大切なのであるよとい

うような道徳的な取組的なことが、すぐにはできないでしょうけれども、やはりそういう

ふうな取組をしていかなければいけないんだよというふうなことが表現できないだろうか

ということが１つ。それからもう１つ、体系イメージの中で「目指すべき循環型社会」で

２つ丸がありますけれども、そのもう１つ項目として、ここにある表現の「国土と地球を

慈しむ心の醸成」というような表現を、これを支えることとして入れておくことがあれば
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ありがたいなと思います。環境教育というと２つの意味があって、後ろのほうに、市町村

のほうで教育の話が出ていますけれども、これは、どちらかというと施策についての教育

ということで、今、私が申し上げている、ここに書いてあることは、どちらかというと、

施策ではなくて、心構え、価値観について、道徳的な意味合いでありますから、これは市

町村ではなくて、むしろ東京都が発信して、国へ働きかけていくような、そういうふうな

問題ではないだろうかということで、何かそこら辺が強調できないかなということでござ

います。 

【小泉部会長】  どうもありがとうございます。 

 価値観というのはなかなかいろいろと難しいものがあって、学生を相手にしていても、

今、大分変わってきていますからね。昨日あたりのちょっとした逮捕で少しは戻るのかも

しれませんが、戦後ずうっと六十数年たって、大分変わってきていることは確かだと思い

ます。その辺からやはり考えていかないといけないのではないかというご指摘だと思いま

すが、何かございますでしょうか。 

【安井委員】  まず２つほど指摘させていただきたいと思うんですけれども、まず、こ

の骨子の構成を見ますと、 初に「新たな計画の策定に当たって」ということで現状認識

が書かれているんだと思うんですが、そのときあたりでも、例えば６ページの一番上に、

計画期間の５年間のうちに取り組んでいくべきものと、それから、循環型社会の変革を実

現していくために、中長期的な視点に立ってという、この２つがあると書かれてあるんで

すが、それが、以下の主要課題でどういう位置づけになっているかがあまりクリアではな

いですね。同じような場所が、例えば１１ページにも、一番上に同じように５年間以内に

どうのこうのと書かれているんですけれども、何が５年間、要するにタイムスコープ、事

項の包括性に関しては、私は十分満足できるんですけれども、それを５年間、５年間、あ

るいは１０年間という時系列でどういうふうにやっていくのかなという、ちょっとした文

章の追加が欲しいような気がいたします。それがまず１点です。 

 それから、あと第２点でございますけれども、そうやって現状認識をやった後で、９ペ

ージ以降に基本理念が出てきて、それで、１１ページから施策の方向みたいなものが出て

くるんですが、今、岡本委員がおっしゃったことも関連するんですけれども、あるいは崎

田委員の先ほどおっしゃったようなこととも関連するんですが、１０ページの下のところ

にあります、循環型社会の変革を目指してというようなことのスタンスがあまりよくわか

らないんだけれども、本来ここは、東京都というものが、自分でどういう責任を持ってい
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るか、自己認識を書くべきところだと思うんです。こういう自治体なんだからこそ、こう

いうふうにやるんだみたいなことで、施策の柱で出てくるべきではないかと思うんですね。 

 そんなことを考えましたのは、実はそれに類することが２７ページの計画の推進方策と

いうところに、何か 後に押しやられてしまっているような気がするんですね。これは、

実をいうと、本来は１０ページの３のところあたりに、みずからの責任として、みずから

のスタンスあるいはみずからの存在をどう理解しているかという文章として書き込まれる

べきではないかという気がします。文章をちょっと変えなくてはいけないかもしれません

が。このカナダ一国云々という話が、つかみでちょうどいいかもしれません。こんなもの

を 初にイントロとして、この２７ページ８番のこれをまとめてくださると、何となくう

まくまとまっていくのではないかというような気がいたします。ですから、全体の構成で、

東京都というものの地方自治体としての位置づけみたいなものを、ここでクリアにした上

で、１１ページに政策の柱、目指すべき方向性というのを書いていただければと思います。 

 蛇足ですけれども、「計画の推進方策」、「方策」という言葉は、実は本来非常に矮小な言

葉だと思うんですね。この下に書かれているようなことは、方策というよりも、大方針と

いうか、もっと大きなことが書かれているような気がいたしますので。方策というのは、

もともとは何なんですかね。もう少し計略とか、そんなものに近いような言葉ではないか

という気がするんですけれども、その辺を少し変えていただけたらと思います。 

【小泉部会長】  どうもありがとうございました。 

 大変重要なご指摘だと思います。おそらく２７ページは、 初は一緒に。 

【中村計画課長】  入っておりました。 

【小泉部会長】  離したために、今回初めて、今みたいな話になっているとは思います

が。その辺、ご指摘を踏まえて調整していきたいと思いますが。 

 あと、５年というのは、私もいつも気にはなっていて。こういった計画を立てるときに、

常に５年なものですから。 初のご指摘にありましたように、本来遠い先を見た５年とい

うことでなければいけないとは思いますし、この計画というのを策定するときに、５年と

いう縛りといいますか、それがあるのは、そういう意味で、５年というのがどうしても出

てきてしまうとは思うんですが、その辺なかなか難しいところだとは思っております。 

 特に先ほどの岡本委員の教育に関する話というか、人の考え、心みたいな話に入ってく

ると、とても５年や１０年ではなくて、戦後やはり六十数年かけて、今みたいになってき

たと思っていますので、やはり遠い長期目標というか、遠いレンジで何か考えていくもの
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も、中にはあると思います。特に循環型社会という流れは、急にかじを切れるわけではな

いし、その辺をどうやっていくのかというのは非常に難しい問題だと思っておりますが、

どこかで切らなければいけないし、それが東京都発であればいいかなという、個人的には

そう思っています。大変貴重なご指摘、いろいろとありがとうございました。 

 そのほか、いかがでしょうか。どうぞ、渡邉委員。 

【渡邉委員】  だんだんいい内容になっていくなと思って、私自身、大変喜んでおりま

す。２点ほど。 

 １つは、ごく些細なことですが、私にとっては、市民の立場からするととても大事に思

っていることを１点、申し上げます。「新たな計画の基本理念」、「循環型社会への変革」と

いうところの、ここに、どなたかも、ここのおのおのの項目、とてもいい、将来を指して

いるというので、私も全く同感なんですが、１つだけ、 後のところの 後のところで、

安全で安心で暮らせる生活環境とあるところに、私は、安全、安心かつ快適なという、カ

ンファタブルという言葉の認識を入れてもらいたい。これ、ごみの問題なので。ごみは安

心、安全だけでは足りないんですね。快適でなければだめなんですね。よく近隣にごみの

山をつくられても、そのままほったらかしになっているなどというのは、ごみは、自分の

近くになければいい、遠くにあればいいというのでは困る。みんなが快適でなければだめ

な問題が、ごみ問題だと思うので、安心というような言葉で、この計画はずっと来ていま

すけれども、このほかに快適という言葉も入れてもらって、東京発信のメッセージにして

もらいたいと思っています。これ、個人的意見ですが。それは、ごみのそばにいる人だけ

ではなくて、そうでない人もみんな快適な生活が送れるようにという願いを込めてのこと

であります。 

 それから、先ほど出た、計画との関係のことなんですが、計画に関係しては、 近はや

りが、いわゆるロードマップといいますか、工程表といいますか、こういった認識が、行

政で仕事をしていく場合の目印といいますか、そしてまた住民や国民に対してのメッセー

ジになっている場合が多うございます。これからは、３年以内にこうするんだとか、５年

でこうするんだというようなことがあるように、それが年次計画、計画ですからね、その

とおり実施できないときは、評価して検証してやっていけばいいわけですから、何となく

５年たてばということではなくて、年次計画でこういうふうにやっていくんだと。１年目

はこういうふうにやって、２年目はこういうふうにというような工程表をもって示すこと

とするということを、先ほど安井委員の言った言葉のところの中の、東京都の決意とかと
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いうものの中に、これらの計画は工程表をもって具体的に示していくとかという力強いメ

ッセージにし、また皆様も、そういった世間にこたえていくような仕事であってほしいな

という願望を持っております。 

【小泉部会長】  どうもありがとうございました。 

【渡邉委員】  それからもう１つ、言い忘れました。 

【小泉部会長】  どうぞ。 

【渡邉委員】  １０ページなんですが、これも、目指すべき社会における社会の規範と

して、このような社会規範が定着することが望ましいということで、ポチョポチョ４つあ

ります。１番目のところは、環境配慮設計とか消費者行動を、そのように導いていくとい

う話、２番目は、再生利用とかの一体化という話、それから、市場に評価される社会であ

ってほしい、それから、処分費用ということ、４つがテーマにあると思うんですが、ここ

に、結局これでいいんですけれども、いわゆるフリーライダーといいますか、ただ乗りは

許さない社会を目指すんだということも、行政からすれば発信してもらいたいなと思って

います。結局環境を、実際払った人だけが余計な負担の持ち出しで、以後、容リ等の有料

化の話も同じですが、ただ乗りで、自分は何もしないで、ただ乗っかって、得する。そう

いうような社会を許すのではだめなので、不法投棄のことも同じですが、有料化の話も同

じですが、ただ乗りを許さない社会を目指していくというような発信を入れてほしいなと。

そういうのが、環境をみんなで支えていく社会だというふうになってほしいと思っていま

す。 

 以上です。 

【小泉部会長】  どうもありがとうございました。 

 計画論的にいうと、今やっている廃棄物処理計画、これは５年のレンジでやっています

から、ある意味では実施計画に近い、一般的な計画論でいえば、実施計画に近いようなレ

ンジです。基本計画みたいなものであれば、１０年とか、構想計画であれば２０年とか、

あるいは超長期構想計画、そういうのであれば３０年とか。日本では３０年以上は、どう

いうわけかないんですけれども。やはり５０年とか１００年計画とかというのがあっても

いいかなとは思うんですが、そういうものは、この国には存在しませんね。 

 ですから、できることと、今後こうしたいということが混在してくるものですから、先

ほど安井委員のお話とか、今の渡邉委員の工程表になってくると、もっと具体的な話にな

ってきますので、その辺がなかなか書きづらいところなのかもしれないと、私は思ってお
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りますけれども、できるだけやれることはやる。長期的にこういうことでやりたいという

ことでは書き込んでいくということで、よろしくお願いしたいと思っております。 

 そのほか、いかがでしょうか。崎田委員、どうぞ。 

【崎田委員】  ありがとうございます。 

 先ほどは全体的なことについて意見を申し上げたので、今度は、今、施策の目指すべき

方向ということで３つ上げたことに関して一言申し上げたいんですが、今、別添資料のと

ころも拝見して、「発生抑制・リサイクルの促進」と、有害物などを対象にした「環境リス

クの軽減」、３つ目が「健全な廃棄物処理・リサイクルビジネスの発展」、非常に明快に分

かれていて、わかりやすくていいと思います。 

 それで、資料の１０ページの上の小さな丸ポチの３つ目、実は健全な廃棄物処理、リサ

イクルビジネスの発展とも関係があると思うんですが、この丸ポチの３つ目に廃棄物の再

生利用や処理を含む一連のこういうことが、市場において評価されるとの認識が定着して

いるという言葉が入ってきた。私は、この１０ページの上の丸ポチの３番目、こういうこ

とが、将来の目指すべき方向性として入ってきたというのは大変すばらしいことだと感じ

ています。やはり健全な廃棄物処理、リサイクルビジネスを発展させていく、そういうこ

とが評価されていくような社会になって、いわゆる環境と経済がきちんと両立する、そし

て高循環する社会になっていって、持続可能な、そういうビジネスの発展の中で、きちん

と環境負荷も低減していくという社会をつくっていくんだという方向性が明確に示された

という、ここの意義は大変大きいと思っています。ですから、この丸ポチの３番目と、例

えば１２ページの下のほうの「（３）健全な廃棄物処理・リサイクルビジネスの発展」、こ

ういうことが、全体的にうまくリンクしていくんだというようなイメージが、多くの方に

もきちんと伝わるような形でまとまっていただければうれしいなと思っています。 

 そういう意味で、まとめの資料などのところに、優良な事業者を表彰してとか、いろい

ろとあるんですが、こういう健全な廃棄物処理、リサイクルビジネスを発展させていくこ

とが、そういう環境と経済の高循環にもつながるような社会にしていくとか、こういう業

界だけではなくて、一般の企業が発生抑制型の事業活動をしていくことが、こういうふう

に評価されていくんだという両面あると思うんですが、こういうことが少しわかりやすい

形でグサグサッと強く入っていくということが、多くの事業者がここにもっともっと関心

を持ってくださることにつながると思うので、こういうことを入れていくという方向性は

大変すばらしいと感じています。ですから、実際に文言を増やしていくときに、わかりや
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すく、そういうことを強調していただくと大変ありがたいということです。 

【小泉部会長】  ありがとうございました。 

 まだいろいろとあろうかと思いますし、今、崎田委員のお話のように、ある意味で、今

回のは、漏れがないようにベタッと書いてありますから、その中で少しめり張りをつけて

まとめてくださいというご指摘だとは思いますし、そういったことも踏まえて、 終案に

向けて進めていただければと思っています。 

 ３までの間でまだご意見あるかもしれませんが、一応４以降の、先ほどちょっとお話が

ありましたが、８の取り扱いはちょっとあるかもしれませんが、一応４、５、６、７、８、

これについても、ご意見を賜りたいと思います。１から３のところと絡んできますので、

その全体を通してということでも結構だと思いますが、一応４以降に焦点を当てて、ご意

見をお願いできればと思います。よろしくお願いいたします。 

 どうぞ、野口委員。 

【野口委員】  初にお伺いしたいんですが、 初の区市町村に対するヒアリング結果

のところで、都の役割を期待する意見も多かったんだけれども、一部で、都は区市町村の

取組を束縛すべきではないという意見もあったと。これは、具体的に主要施策、今、部会

長がおっしゃったところに、例えばこの施策が、口を出し過ぎだとか、そういう具体的な

反応なのか、それとも、漠然と何となく、いろいろと言ってきそうな気がするので、それ

はちょっと困りますというような趣旨だったのか。 

【小泉部会長】  どうぞ、お願いします。 

【中村計画課長】  具体的な施策ではございません。一般論でお話をいただいています。

ただ、このように書いたんですけれども、区市町村としては、自分たちの仕事がうまく進

むというのがまず第一とお考えになるので、都に言ってもらったほうが助かるという部分

もありますし、逆に、あまり踏み込まないでほしいというように、両方あると思います。

同じ区市町村でも、ご意見両方あると思いますので、施策によって、少しニュアンスが違

うのかなという感じも受けております。 

【野口委員】  初に、前回の２００５年までの計画も、循環型社会への変革だという

テーマで、今回何が違うのかなと思うと、１つには、先ほど来ずうっと話題になっている

社会規範、規範のところを示してあるというところにあって、そこに対して、何かそうで

はない方向を目指すんだというような意見があるとすれば、もう別段なんですけれども、

具体的な施策について、何か都が法律上、条例上、許されて、口が出せる部分と出せない



 -26-

部分というのは確かに出てくるわけですけれども、基本理念に基づいて引っ張っていくん

だというところでは、期待感が強いと受け取れるとすると、もう少しコーディネートとい

うようなやわらかい書き方ではなくて、導いていくと。信じられる者はついてきなさいと

いうような強い主張があってもいいのかなと思いました。 

【小泉部会長】  どうもありがとうございました。 

 あまり強く引っ張ると難しいし、その辺のやり方がきっと難しいんでしょうね。おそら

く区市町村と都との関係、東京都としては一体ですので、その辺をうまくやりながら、循

環型社会に向けて一歩でも前進できるような流れができるといいかなと思います。おそら

くいろいろな歴史的な過程を経て、あまり強くやってもいけないでしょうし、弱くても、

何やっているんだということになるでしょうし、その辺のバランスがすごく難しいのでは

ないかと思っておりますが。どうもありがとうございました。 

 そのほか、ご意見。どうぞ、黒川委員。 

【黒川委員】  何が問題かというと、全体が文章になっているということで、具体的な

提案が、前回のときは、これからたくさん施設をつくりますよとか、新しくＩＣタグをつ

けて追跡しますよとか、具体的にこれからやることが見えていたんですね。ところが、今

回新たに何か新しく展開するものがあるかというと、そこがないから、だから、全体とし

て、とても素敵な文章になっていますということが印象なんです。ここに書かれているこ

とは、大都市のありようとしてベストで、それから 先端の考え方になっているというこ

とは認めるんですけれども、だけど、先ほどからどなたかもおっしゃっていたと思うんで

すけれども、具体的に何をしようかということに関して、なかなか見えてこなくなってき

て、今回書かれていることの５年間というのは、やっと前回のときに提案されてできてき

た制度とかの、その成果が上がってきて、発生抑制ができるようになってきたことや何か

をきちんとフォローして、データを出してきて、前回出したものの成果のおかげで、こう

いうふうな発生抑制や何かが進んでくるということを、数量的に裏づけましたということ

が一番大きくなっているように、僕には思えるんです。 

 サーマルリサイクルの概念も入りました。それから、新しいタイプのエコビジネス系の

さまざまな企業がつくられました。中央埠頭には、さまざまな設備がつくられました。今

回新たに言われているとすると、２３区内での、どちらかというと一般廃棄物の有料化と

いうことが出てきたかなということがあります。それ以外のところで何か議論があるかど

うかというと、野口委員が言われたアンケートのケースでいうと、都と区の関係というの
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はこんなに明確になってきたのだったら、区は区でやらなければいけませんけれども、都

が何か応援するとしたら、何ですかとか、聞き方も、立場をはっきりと分けて、それから、

どんなことを言われると迷惑ですかとか、それから、都側からすると、２３区は明らかに

前より進んでいるか、困っているかということを、外側からヒアリングの中で明らかに評

価できるような文章になっているとかというふうになったほうがいいかなという気もする

ぐらいです。 

 つまり、ステップが次の段階に行ったので、もっときちんと、つまりなかなか動けない

区に関しては、どういう支援が必要なのか、一般的に恐る恐る聞く雰囲気の結果、答えが

出てきているような、何か都合のいい、あつかましい答えが返っているという。何だかん

だいいながら、いいところはまだ東京都におんぶしたいと思っている。調査をやってくだ

さいと。そんなことだと、各区の中で自立して廃棄物処理を、自分たちでオリジナルな方

式でどんどん進めていくということがなかなかできなくて、枠組みの中で、言われている

仕事を一生懸命やる水準になっています。で、これ以上のことを言わないでとか、今、面

倒だから勘弁してくださいとか、そういう感じのヒアリングに聞こえてきてしまうんです

ね。だから、今回のこの報告書というのは、こういう位置にありますということをはっき

り言っていいのではないかという。目指さなければいけない方針というのは、こういう方

向なんだということもはっきり言っていいのではないかと。その文章が、こういうふうに

なっている。それから、ここで言うと、２３区の方にヒアリングすると、こういう関係に

なっているけれども、東京都はもう少しこういう位置から２３区を見ることにしたいとい

う宣言をする。そういうことでいいかなという。もうちょっと正直ベースで。今までの世

界の上にのっていなくて、もう一段階、次のステップに行ったということをしてほしい。 

 それから、東京都でやってほしいと思うことも幾つかあるんです。例えば、先ほどから

市場で評価されるようになったという話と、例えば東京都が中小企業者に資金を融資した

りするときには、明らかにグリーン格付をして利子優遇をするというようなことをやって

ほしいとか、都ができそうなことの範囲というのは幾つもあると思うので。民間企業で、

そういうことをやっているところはたくさん出てきているわけですから。金融機関でね。

だから、そういうことが、都でも支援しますという、何か具体的な制度であっていいかな

という感じはします。感想めいていて。あとの数量とか評価とかというのは、前回に言わ

れていて、企業ができてきたものの結果、これからこうなるという話になっているものが

ほとんどなのではないかと。 
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【小泉部会長】  どうもありがとうございました。 

 私もそういう感覚は持ちますけれども、具体的にこれだということが見えてくると、ま

たそこでいろいろな問題も出てくるのかもしれませんけれども。確かにおっしゃられるよ

うに、今までの計画というのは、過去を振り返って、どうかという、ちゃんとした評価と

いうんですか、それはやらないんですけれども、今のご意見にありますように、多少前回

も踏まえて、今回はこうですよという、その辺は必要ですね。 

【黒川委員】  出てくる成果は、ものすごく大きいんですね。だから、前回から今回に

かけて、すごく成果が上がっているということは、もう大きい声で言っていいと思うんで

すよ。それから、ここに書かれている内容のことに関しても、文章だという言い方はすご

く失礼な言い方だったかもしれないけれども、内容に関しては、ＮＯｘとかエネルギーの

ことがちょっと薄いかなという気はしますけれども、全体としてはすごく適切に書かれて

いますね。だから、そのことに関しても何の異論もあるわけではないけれども、でも、わ

ざわざこの時期、何かを言うとすると、位置をきちっと踏まえて、はっきり、インパクト

の大きいものとか、この時期に計画を出していくには、何を評価しているかという、前回

の結果、こういうふうに上がっているということを再確認しているのが一番大きいんだと

いうことが言われていいのではないか。 

【小泉部会長】  座標軸をしっかり定めてくださいということかもしれません。ほんと

にどうもありがとうございました。 

 そのほか、ご意見。どうぞ、北村委員、お願いします。 

【北村委員】  中では、建設リサイクル法の中で、供託金という具体な、この前のサミ

ットの提案が書かれてございますね。理屈として、多分ほかにも可能性としてあるのかな

という気がするんですね。仕組みというものを、都を中心に広域的に実験的につくって、

モデルとして提案するというようなスタンスというのは、もう少し高いレベルで認識して

書いてもいいのかなという気がいたします。 

 前回でしたか、例えば廃棄物の定義についても、あんなのは不要物と、解釈の話だから、

都のほうである程度踏まえて議論してもいいではないかということを書いたのではなかっ

たかなという気がいたしまして、そのあたりも、例えばリサイクルの推進に当たって、廃

棄物処理が邪魔しているというようなことというのは、多くお聞きになっておられると思

いますので、そのあたりも、牽制球を投げるぐらいの表記というのは、こういう計画では

あるのかなという気がするわけですね。法整備あるいは法解釈というあたりの記述という
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のはあって、その１つが、建設リサイクルの具体のご提案ということなのかもしれません。 

 もう１点は、広域的な適正処理の対応、ここにそのとおり入れてあるんですが、多分こ

こは、都としては、じゃあ、何をするかというと、取り締まりの徹底で、行政処分をバシ

バシやって、摘発しましょうという話で、このあたりはなかなか難しいんですが、では、

福島なり栃木なりについては、投げられたものはどうしてくれると。その話にいつもなる

わけであって、原状回復というところについて、都はやはり、これは法律の世界ですから

というふうに投げてしまうのか、協力という形に踏み込むのかというのは非常に難しい問

題ではありますけれども、重要な問題だと思っています。前から都の立場は、そういうの

は普通に、地方交付税でやっているんだから、都としてやる必要がないということが、お

立場ではありますが、それはフリーライドといえばフリーライドの話になってくるわけで

ありまして、そこはもう少し、ある意味、踏み込んだご認識があるのかなと。まだ時期尚

早なのかもしれませんけれども、広域的というと、どうしても処分だけではないだろう。

後始末どうするのよというのが、周辺のところから、特に言われるところであると思いま

して、物の言い方がちょっと難しい感じはしますけれども、気になったところではござい

ました。 

 あとのところは、黒川委員がおっしゃったように、非常に現代的な整理が随所にあって、

ほかのところのモデルになるようなご認識が示されているなという気が、私もしてござい

ます。 

【小泉部会長】  どうもありがとうございました。 

 どうぞ、渡邉委員。 

【渡邉委員】  皆さん、特に北村委員の話について、いろいろと思ったんですが、東京

都ほど大きい都県でなくても、廃棄物の発生抑制に絡めて、良好な環境を確保していくん

だということで、独自の条例案を模索しているところがありますね。例えば、今、あれに

なっている、長野県の田中知事のところなどでは、そういったものでモデルケースなどを

いろいろとつくって、従来にない、いろいろな取組を、今の廃棄物処理法の枠を超えた条

例案。あそこ、県議会、反対が強いから、通っていないようですが。でも、私らの市民か

ら見ると、非常にモデル的なものが書いてある。解体工事の届け出制度とか、県民環境協

議会制度とか、それから、環境モニタリング制度とか、それから、廃棄物そのものだけで

はなくて、今、提示があったから言うんですけれども、廃棄物が戻っちゃうといいますか、

結局住民は、それで迷惑しているわけですね。ああいった問題について、私らの市民の集
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まりの研究会に行くと、いつも問題に出ます。また、東京はでかいからできないんだろう

なという話で、内々の話では終わるんですけれども、どうか、これはやはり５年先を見越

すのであれば、廃棄物の発生抑制にかかわる、そこに踏み込んだ新しい条例をつくるとい

う意味での意気込みもあってほしいなと思っています。ここの中にも、条例をつくるのに

参加された先生方もいるようですが、名前は伏せますけれども、市民のレベルでは非常に

評価しているんですね。ですから、ぜひともそういうようなものを取り上げるといいなと

思っています。よろしくお願いします。 

【小泉部会長】  どうもありがとうございます。 

 あと、先ほど北村委員からお話があった、広域……。ちょっと待ってくださいね。今の

話？  

【辰己委員】  絡むと思って、ちょっと。 

【小泉部会長】  そうですか。では、どうぞお願いします。 

【辰己委員】  以前のこの会議の中で話題になりました、サービサイジングというか、

サービス化のお話が、今の発生抑制などにも必ずつながるような気がしますもので、やは

りそれがどこにあるのかなと思いつつ、いたんですけれども。そういう話はなくなったん

でしたっけ。すみません。それなんですね。 

【小泉部会長】  サービス？ 

【辰己委員】  サービス化の話。要するに、脱物質化というか、要するに事業者の拡大

責任ともつながるかもしれないんですけれども、先ほど言ったように、物が散逸しないで、

生産者のところに戻るというふうに考えれば、いろいろとエコデザインも進むでしょうし、

廃棄物も減るでしょうしというふうなところにつながるのではないかと。今、渡邉委員が

おっしゃった考え方としてね。その話が、この委員会の中で出ていたと思ったんですけれ

ども、多分安井委員が何かそんなお話をおっしゃったような気がしたんですけれども。 

【小泉部会長】  初のころ、ありましたね。 

【辰己委員】  ええ。それが、今、この中の今後の方向性というところで、ちょっとな

いなと思いつつ見ていたんですけれども。 

【崎田委員】  先ほど、どこかにそれっぽいことが。 

【辰己委員】  あったっけ？ 

【崎田委員】  あったような気がします。ここだなと思ったのが。この言葉が、そうい

う意味だというのが。 
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【辰己委員】  よく深読みをしないといけないのね。 

【小泉部会長】  崎田委員、どうぞ。 

【崎田委員】  先ほど私もそれが気になったときに、ここの言葉がそうかなと思ったと

ころがあったので。言っていただければありがたいんですが。 

【小泉部会長】  どうぞ。 

【岡本委員】  脱物質というお話が、前の部会で出て、私は、それがこの９ページの「目

指すべき循環型社会」の丸の２に、考え方として、こんな表現で取り入れられたのではな

いかと思います。 

【辰己委員】  もっと具体的に、事業者の責任とかね。 

【岡本委員】  ええ。だから、これを具体的にするか、この程度でやめるのか、それと

も、そういうふうな価値観の問題としてとどめてしまうのか、もっと具体的にするか。 

【小泉部会長】  ９ページの丸の２のところの３行目ですね。「より望ましい社会の在り

方としては、物質を消費することによって効用を得ようとするのではなく、物質的な豊か

さよりも、自然を慈しみ」という。ここのところですね。 

【崎田委員】  あと、発生抑制に関する関連の意見なんですけれども、実は先ほどそう

いう、今、サービス化の話とか、いろいろともっと具体的な書き込みがあったほうがとい

うお話があって、実は１３ページのところを拝見しながら、私もそういうふうに思ってい

るんです。１３ページのところに「発生抑制・リサイクルの促進を図るための施策」とい

うことで、 初に発生抑制が書いてあるんですが、例えば先ほどのご説明のときにも、容

器包装リサイクル法の審議が終わって、そういうことをうまくもっと進めていくようなこ

とで、東京都もやっていきたいというお話があったんですが、例えば１３ページの丸ポチ

の３つ目の八都県市という言葉があるんですが、例えば今回新しい容リ法の見直しの中で、

レジ袋有料化に向けて、例えば法律、ある程度きちんと法制化ができないかという提案も

あって、それに関して、どの程度のニュアンスになるかは、今後もう少し時間を見なけれ

ばいけませんけれども、レジ袋有料化、そういう具体的な方向性を持って、ほんとに発生

抑制型社会をつくっていかなければいけないんだという、かなりなインパクトにはなって

いると思うんです。 

 実は、あの言葉が出てきたのは、いろいろな方が提案する中で、私も随分意見を言いま

したけれども、八都県市の去年、一昨年の話し合いで、レジ袋の検討、発生抑制の検討と

いうのを、東京都が非常に強くリードをとって、八都県市で検討したレジ袋有料化に対す
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る方向性に対する検討、ああいう報告書があったということが大変強く影響しているとい

うか、資料的にも、社会への説得力にしても大変強く影響したという、東京都の一つの成

果、あるいは八都県市の成果だと、私は思っているんです。そういうことから考えたら、

例えばこういう中に、やはり八都県市でのああいう話し合いが、例えばきちんと提案が非

常に生きて、国全体でそういう方向性が見えてくる中でということをある程度書き込んで、

東京都も、これからそういうことに関して積極的に進んでいくとか、何かそういう方向性

を明確に示しておくことが、これから実際に広がるときに、すべての市町村の中で、販売

店の組合の代表者の方と消費者、行政が話し合っていくときに、そういう方向性が、東京

都の中でも示されているということが大変プラスになる、勇気をもらえることなんだとい

う重要な支援策になるんだと思っています。ですから、もう少しそのことに対して、レジ

袋を有料化とか、ああいう具体的な方向をきちんと示していくというようなことも入れた

ほうが、私はいいと思っています。 

 あと、その次のリターナブル容器、マイカップ自販機などと書いてあるんですが、こう

いうところも、例えば今、スポーツ会場とかコンサートホールなど、大変大勢集まるとこ

ろではできるだリターナブルカップにしようとか、全国的ないろいろな動きというのはあ

るわけですので、例えば東京都なども、大規模のコンサートホールとかスポーツ会場とか、

人の集まるところではできるだけ廃棄物の発生抑制に向けた販売方法を、まずとるような

方向に向けていくことを、きちんと支援するのか、そういうような方向性とかいうことを

もう少し明確に書いていただいたほうがいいような気がしました。例えば、区とか市の中

で、行政が仕掛けをする区民祭りとか、そういうのもあるんですが、今、現場では、そう

いうところのシステムを、使い捨て容器をなくしてやろうよという、そういう市民側から

の提案も、考え方としては大事だけれども、長年の習慣を変えるのは大変だよという話で、

なかなかうまくいかなかったりとか、いろいろなことがありますので、そういうことを具

体的に、そういう方向性が大事なんだということをある程度明確に書いていただいたほう

が、後々プラスの影響というのは大変大きい、効果も大きいと感じています。ぜひよろし

くお願いしたいと思っています。あと、いわゆる使い捨て型の容器を使うお店では、でき

るだけそれをリターナブル化する方向に向けて、やはり努力していくことが非常に重要だ

ということも、ああいう中で、容リ法の話し合いで随分具体的な文言も出てきましたけれ

ども、こういう大都市地域では、そういうことを積極的に取り入れていくんだということ

を少し具体的に書いていただいたほうがよろしいと思っています。よろしくお願いします。 
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【小泉部会長】  ありがとうございます。 

 今までずうっと、東京都、流れとしては謙虚ですね。こういうことをやったんだ、この

おかげでこうなっているんだというようなことはあまり言わないで来ていたように思いま

す。これからはやはり、今、崎田委員のお話にありますように、そういったところも少し

明確にして、プレゼンテーションが大事ですので、書き込めるところは書き込んでまいり

ましょう。どうもありがとうございました。大事なところだと思います。 

 そのほか、いかがでしょうか。どうぞ、野村委員、お願いします。 

【野村委員】  先ほど「循環型社会への変革」のところで、地域の大きさの定義の話が

ございましたけれども、私など例えばこの１５ページの再資源化のところの取組で、１５

ページの一番 後の行のところで、「プラスチック廃棄物の品質を高め」、まさしく精度の

高い分別をやり、それでさらに品質の高い廃棄物にする。それをもって質の高い再資源化

品を普及させていくという文章がございますけれども、もう一つここに、例えば東京都が

発注なさる公共工事、こういうところに活用していこうというような活動が必要だと思い

ます。我々の業界の中でも廃プラを再生利用したもの、これの出口がなかなかないんです

ね。そういったところを都が発注される工事の中できちっと明確にしていただく。その中

で、都から出る廃プラの循環を考えるということを１つ明確にしていただければありがた

いなと思うんです。 

 それから、その次のページ、ここには建設泥土の有効利用ということの中で、「公共事業

における建設泥土の改良土の有効利用を促進すべきだ」と明確にお書きになっていただい

ておりますので、ここのところもほんとうは我々からするとさらに具体的な施策があって

ほしいなと思うんですね、大きな問題ですから。こういうところをつけ加えていただけれ

ばよろしいかと思います。 

【小泉部会長】  どうもありがとうございました。 

 やはり幾らいいマテリアル・リサイクルをやっても、そこの出口が止まっていればどう

しようもないですよね。ぜひお願いしたいと思います。 

 そのほか、いかがでしょうか。どうぞ、辰巳委員。 

【辰巳委員】  違う話になるんですけれども、１４ページ、要は建設リサイクル法の話

が結構いろいろ事業者対策の中でもたくさん表記されているんですけれども、１４ページ

の建物の「長寿命化による」の中の○の文章なんですけれども、 後のほう、「新たに建設

される建物については、長寿命の設計が普及するよう、そのために必要な方策を」と書い
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てあるところに、「例えば」とかちょっと入れて、中古価格――要するに建物の中古価格が

今、日本では価値がないので、どんどん新しいものに改築されていくという気がしますの

で、その中古価格をもっとちゃんと価値のあるものだということで認めていくような、何

かそういう具体的な言葉が１つでも入ると、これ、どういうふうに、「長寿命の設計が普及

するよう、そのために必要な方策」というのがちょっとわかりにくいので、何か具体的に

こんな方法があったらいいなというのがあれば、１つでも入れていただければいいかなと

いう気がしたんですけれども。なかなか建物を長寿命化させるって難しいお話だと思いま

すもので、それを評価していいんだというふうに、評価して中古価格に反映するとか、何

かそんな感じかもしれませんね。 

【小泉部会長】  どうぞ、渡邉委員。 

【渡邉委員】  今のお話はとても大事だと私は思っています。これ、可能なんですね。

今まで、例えば私は税金の仕事をさせてもらっているものですから、税の観点から申し上

げますと、今までの制度というのは、住宅所得控除というのは、新築で、新品でマンショ

ン、建物をつくると控除をいっぱい認めるよという制度です。やっとここ二、三年になっ

て、修理でもいいよというふうになりました。ただ、それにも限度を設けている。これが

修理でも新品と同じくらい価値があるんだよ、税額控除受けられますよというふうになれ

ば変わると思うんですよ。だから、簡単なんだ。為政者というか、行政当局の腹１つです

ね。 

 だから、今まではどちらかというと、新品をぼんぼん建てたほうがいい。少し古くなっ

たら、ばんばん壊して新しいものを建てたらいいというふうな主張です。これからは補強

をしたもの――まあ、これはヒューザーの話はまずいんですけれども、補強すればそれで

十分価値が増えるというふうな評価の面でもいいし、それから、そこにある人の税や何か

の恩典も受けられるというふうなことでですね。それから、建設業者でも新品の工事でな

くても、修理業者でも十分脚光を浴びるということになれば、事業者もいいと。３方、４

方、みんなよくなるんですね。ですから、なるべくそのようなことを、今、辰巳委員がお

っしゃったように、「例えば」というようなことを入れてもいいし、入れなくてもいいけれ

ども、そういうことを十分意識した中身にされるといいと思いますね。腹１つですね。 

【辰巳委員】  そうですね。 

【小泉部会長】  どうもありがとうございます。建物でも今、１００年住宅とかいろい

ろ出ていますし、あるいはリフォームみたいなものも大分、そういう業界といいますか、
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それが増えてきていますね。 

【辰巳委員】  でも、それが２０年後に評価されないんですよね。やっぱりそれが２０

年後に、１００年住宅だったらちゃんと価値があるよということを評価される社会でない

といけいない。それはやっぱり税制ですよね、多分。 

【小泉部会長】  ただ、車も１０年乗るとただになりますからね。外国ですと１０年乗

ったら、それだけ長持ちしたんだということで評価されるんですよね。 

【辰巳委員】  だから、やっぱりそこら辺の考え方。 

【小泉部会長】  その辺の感覚がね。 

【辰巳委員】  そうですね。 

【小泉部会長】  だから、人間の感覚自体も変えていかなきゃいけないんだと思います

ね。 

【辰巳委員】  そうですね。 

【小泉部会長】  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。どうぞ、北村委員、お願いします。 

【北村委員】  前のところに「廃棄物等」という文言をお入れになって、わざわざ注の

ほうで解説されておりますよね。それを受けたものって、具体の話としては、多分、上が

ってきていないな。私のポイントは、廃棄物にしない――だから、環境省の産廃課による

と、結局、廃棄物か廃棄物じゃないかというのはどっちかなんですね。 

【辰巳委員】  そうですね。 

【北村委員】  廃棄物にしないでリサイクルとかというふうに回していくというような

発想というのがなかなか、これは環境省だけの話ではなくなってくる、経産省の話になっ

てくるから議論がしにくいのは国のほうでわかるんだけれども、東京都の中で、そういう

スタンスの何か制度設計というか、議論の仕方というのは、今後、多分必要なのかな。国

の霞が関の分担管理のもとではなかなかそれは難しいなというのが直感でしてね。 

 後半のほうで具体の施策の面も出せるというわけにはなかなかいかないとは思いますけ

れども、一番 初のほうに「廃棄物等」という文言をご引用になられて、そこでとまって

いるものですから、だとすれば、そこらあたりで、もう一言踏まえた議論の方向性は出し

てもいいのかなという気がしております。あまり一般的な議論ではなく、かなりあの工場

はこの人という、かなり属人的な、鉄鋼業とか、製鉄業とか、セメントとか、そんなもの

ですから、あまり一般的じゃないから議論としてはしにくいのかなという気もしないわけ
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ではないんですが、メタの発想としてそういう、先ほど定義の話もちょっといたしており

ますけれども、東京都からの政策発信というののスタンスとしては、あっていいなという

気が正直しているところです。 

【小泉部会長】  どうぞ、お願いします。 

【中村計画課長】  今、北村委員からお話がございましたように、平成１２年から１３

年度にかけて、この審議会で、東京都がちょうど区移管した後、どういう施策を打ってい

くのかというところのご議論をいただいたときに、同時に廃棄物の定義区分もご議論いた

だいたという経緯がございまして、その結果をもとに私どもとしても国に提案していると

いう経緯がございます。 

 これについて、 近またいろいろ議論が活発になっておりますので、我々の立場として、

やはり区市町村なり我々が行政を行っていく中で、やはり今の定義区分だと困ってしまう

ところが多々出てくれば、それについて現場に即したような情報を集めてまたご議論して

いただくことがあるのかもしれませんけれども、今回は諮問事項が計画のことでございま

すので、その辺は、この審議会ですと少し難しいと考えております。事務局内でもいろい

ろ議論させていただければと思っております。必要があれば、もしかするとご議論をお願

いすることになるのかもしれません。今のところ内部でも検討しておりませんので、その

程度でご容赦いただければと思っております。 

 あと、先ほど北村先生がおっしゃったように、書き込みとして国に提案していくという

ところが、推進方策の中で先ほど安井委員からもございまして、表現は表現として、その

辺が少し抜けていたかなということもございますので、その辺の書き込みをさせていただ

ければと思っております。 

【小泉部会長】  ありがとうございます。今の話にありますように、私も、循環型社会

だということで言うのであれば、「廃棄物」なんていう言葉自体をそろそろやめるべきだと

いうふうに個人的には思っております。一廃とか、産廃とか分けているけれども、それは

あくまでも法律的な話であって、物質的にマテリアルとしては同じものが結構あるわけで

すね。ですから、そういう意味でもぜひ国ができなければ区からいくぐらいの流れでいけ

ればいいかなとは思いますけれども、特に今回の廃棄物処理のリサイクルビジネスという

のがこの大きな見出しの中にあるんですが、これはそもそも東京都でうまくいかないよう

なリサイクルビジネスであれば、それは日本全国でうまくいかないし、世界でも絶対うま

くいかないんですね。 
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 これだけ高密度に集約している地域というのはないわけで、ぜひこういったところも東

京都発でリサイクルビジネス、静脈産業といいますか、そういったものが今までの動脈産

業とは違って出てくるといいかなと思っております。そして、その技術が逆に世界に発信

できる、いずれはそういった流れに変わってくると思うんですね。今は中国とか、インド

とかどんどん発展していますけれども、恐らくその内、世界的な流れで見たら、やはり東

京都でやったようなうまい方法、あるいは日本でやっているような方法を見習わなければ

いけないような、そういう時代が私は来ると思っておりますので、ぜひこういったリサイ

クルビジネスの発展も今回の計画ではアピールしていっていただければと思っております。 

 あと、まだ１５分ほどありますが、いかがでしょうか。中田委員、お願いします。 

【中田委員】  今回の話とあんまり関係ないかもしれないんですけれども、区市町村に

対するヒアリング結果というところを見まして、２ページの５番の○の一番下、「これ以上

分別基準を細かくすることは、高齢者に負担となり難しい」。それと３ページの９番、環境

教育のところで、「市内の人口の約１割が１年で替わってしまう」「市民啓発が難しい」と

いうことがあるんですけれども、私、一都民として、ごみの分別とか一生懸命になればな

るほどややこしくて難しいんですね。例えば会社でもそういうことを分別しているんです

けれども、ペットボトル１本持ってきて、「ペットボトルはリサイクルするんだね。じゃあ、

このふたはどうするの？」と聞かれると、さあ、どうするんでしょうとか、「これは可燃ご

み？ 不燃ごみ？」とか、それとか、「どうして住んでいる場所によって分別方法が違う

の？」とか聞かれるんですね。 

 確かに地方自治体によってごみの処理というのは違うんでしょうけれども、何かガイド

ラインというか、１７ページの「区市町村に対する支援」のところに、「発生抑制・リサイ

クルに関する支援」で、ごみの減量を進めていくための環境教育ということが書いてある

んですけれども、その中で「八都県市と連携して進めていく」というんですけれども、何

かガイドラインというんじゃないんですけれども、東京都でそういったものって出せませ

んか。 

【小泉部会長】  はい。ありがとうございました。 

【吉積一般廃棄物対策課長】  区市町村のヒアリングで、できれば分別基準というのは

共通化したほうが都民にとっても自治体にとっても望ましいということは各市町村が言っ

ていらっしゃいます。ただ、現実的には中間処理体制が各自治体で違っております。この

ため、例えばこれを不燃で集めようといっても、不燃の処理施設がなければ不燃としては
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回収できないという現実論がございまして、なかなか共通化が図られていないのが実態で

ございます。しかし、将来的には処理体制をある程度共通にして、なるべく分別基準の共

通化を図っていきたいという方向性は各区市町村も持っております。 

 国が、廃棄物処理法に基づき策定している基本方針において、分別基準の標準的な基準

を示すというふうに国のほうで方向性を出して――そういう方針を出すということで方向

性を決めております。都としましても、そういった方向性が出てくれば、国の基準をお示

しする中で、一斉にはなかなか難しいとは思いますけれども、ある程度共同処理している

ような自治体があれば、少なくともそういうところから共通化を図るような取組を進めて

まいりたいとは考えております。 

【小泉部会長】  確かにこの分別というのは、私もいろいろなところの分別を情報とし

て聞きますと、どうしてそんなに違うんだろうというのがありますよね。ですから、ある

程度、出す側、分別する側もしやすい分別というのはどうあるべきかとか、あるいは逆に

分別しやすい製品をつくるというのは、それは当然、上流のほうでやるべきだと思ってい

ますし、今おっしゃるように少しそういった標準的な姿が出てくるとありがたいですけど

ね。どうぞよろしくお願いしたいと思います。これは都独自にできますか。 

【吉積一般廃棄物対策課長】  都独自にはなかなかちょっとですね。 

【小泉部会長】  まだだめですか。 

【吉積一般廃棄物対策課長】  ええ。とりあえず、国が今先行して、一応、そういった

方向性を示してございますので、まず国の検討結果を見て、都としてもどういう対応をし

たら、区市町村ないしは住民の方にとって望ましい方向に行けるか検討してまいりたいと

考えております。 

【小泉部会長】  わかりました。 

 どうぞ、お願いします。 

【安井委員】  今の都の認識で大体私も同意しているんですけれども、ただ、そういっ

た方向性があることぐらいは少し書いたほうがいいかもしれません、確かに。認識そのも

のはそれで結構だと思いますし、どうも都がやるよりはやっぱり国がやるべき問題のよう

な気がしているんですね。ですから、国がガイドラインを示して、それに対して、まあ、

確かに、この間、実はうち、内情をばらすわけではありませんが、全国市長会なんていう

ところでこういう話をするとやっぱり、それぞれの市長さんたちはやはり自分たちが持っ

ている設備にものすごくとらわれた議論しかできなくて、なかなか大所高所からの議論っ
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てできないんですね。そういうこともありますから、やっぱり国にやってもらったほうが

よろしいとは思いますが、いずれにしても何かそういう、どこかに何かあってもいいかも

しれませんね。 

【小泉部会長】  ありがとうございました。 

 どうぞ、渡邉委員、お願いします。 

【渡邉委員】  私、うっかりしたんですけれども、部会長、今日は後ろの後段のほう、

後ろのほうのことでもいいんですか。 

【小泉部会長】  後ろの参考資料のほうですか。 

【渡邉委員】  いや、参考でなく。 

【小泉部会長】  後半は、もう今入っています。 

【渡邉委員】  じゃあ、いいんですね。 

【小泉部会長】  はい、どうぞ。お願いします。 

【渡邉委員】  私、実はきょう、今から言うことを言いたくて来ましたので、事前に勉

強してきた資料とこのページの送りが違うものだから時々間違ってすいません。 

 項目で言うと、５番目の廃棄物処理・リサイクルに係る環境リスクとかに関係あるとこ

ろのページです。だから、２０ページごろですかね。１９ページ、２０ページころの、つ

まり、不法投棄や何かのことに関するところです。実は私、中小企業の経営なんかにもか

かわる機会がありまして、折から市民の活動なんかにも出ているんですが、現在、いわゆ

る――事柄は２０ページの排出事業者の報告や公表制度にかかわることです。マニフェス

ト制度で、それを一応、公表していくというようなことになるんだという話ですけれども、

マニフェストの回収というのは、東京都ではどのように認識していますか、お聞きしてみ

たい。私どもで勉強会で見たところでは非常に守られていないというふうな、勉強会で話

が出ているんですね。 

 もしそうだと、大分開きがあるなと思ったりしていますし、その辺のことを踏まえてい

くと非常に、まあ、どういうふうに考えたらいいのかな、特に書類を保管しておけばいい

というけども、あれ、５年の保管となっている。だけども、例えば産廃で問題になって不

法投棄になって、５年には会社がつぶれたなんていうのは全然、結局、国が多額のお金を

出さなきゃいけなくなったりというのは、岐阜の事象、あるいは岩手県の事件に見られる

がごとくであります。ですから、あれ、５年なんてのはおかしいのであって、もっと長く

しなきゃいけないということを行政の現場から言わないといけないんじゃないかなという
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感じを持っています。マニフェスト５年。 

 それから、マニフェストに関してこの間ちょっと問題になったのは、マニフェストには

数量を書いているけど、お金は書いていない。あの伝票にお金を書いてなば、あれがうま

味なんだというふうに言っている業者がおります。一方、産廃で有名になった石綿さんの

話なんかみても、帳簿の検査をしてやるというようなことで物量検査と財務の資料を突き

合わせて評価すれば、契約書の中には予定の金額で、予定の数量でと言っているから、こ

このマニフェストの――私、これ、詳しくしゃべっていない、きょうやめますけれども、

マニフェストに金額が書かれていないのは非常に問題であると。だから、あれは物量で調

べていくの大変なんですよ。だから、お金と財務の面と両方から追いかけられるようにし

て、そして、そういった記述と何かが、調査のテクニックを産廃アカデミーというのが今

度できたそうですから、そこで十分習得していただいてやってもらいたいなと。 

 問題は、大きい産廃がなくなったからいいのでなくて、小さい産廃でも困るんですよ。

困るのは同じなんですよ。ですから、ここの事柄の論調でいくと、大きい産廃がなくなっ

たと言われても、やっぱりその地区、地区に行くと、住民は産廃に泣いています。ですか

ら、大きい山がないからいいんじゃないかという話じゃなくて、産廃は、不法投棄は許さ

ないということをやってもらいたいということから、マニフェストの盲点になっていると

ころをぜひともお願いしたい。 

 マニフェストを出さなくても済む、あるいは偽りのマニフェストを出した場合でも、い

わゆる虚偽の広報のときも、罰金はあるというけれども、あの罰金でいいんだかなんてい

うのについても、業者の間では、やり得だと言っている人もまだいますので、まあ、きょ

うはちょっとやめておきますけれども、衝撃的ですけれども、私、きょう言っていかない

とまずいと思って出てきましたので、よろしくお願いします。 

【小泉部会長】  どうもありがとうございます。 

 どうぞ、何か今の点についてコメントがあればお願いします。 

【齊藤産業廃棄物対策課長】  マニフェストについては、問題点を改善し普及を図るた

めに、電子マニフェスト制度の大幅な見直しが進んでいます。当初は昨年の１０月ぐらい

には新制度がスタートする見込みでした。現在、制度の立ち上げが遅れているようですが、

今年度末には新しい電子マニフェストが導入される見込みになっています。そういったも

のと、例えば建設廃棄物についていえば来年度はどういう形で連動させて不法投棄の防止

システムを構築していくのかということも実証実験でやっていく予定です。そうしたこと
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によって、大分マニフェストを中心に指導の仕方も変わってくると思われます。 

【小泉部会長】  どうもありがとうございました。 

 よろしいでしょうか。 

【渡邉委員】  もう一つ、すいません。ここ、広く残ってもらいたいからですけれども、

産廃収集の運搬車も、今度、いわゆる産廃の車だとか、会社の名前とか、許可の番号とか

ということをパネル、ＮＴＴがドアのところにパネルをつけるようになったということ、

とてもいいことで、市民の目から見ても、監視の目から見てもとてもいいことだと僕は思

っています。ただ、あれも取り外し、例えばかごのものが流行していますので、ぜひとも

注意してもらいたい。都合が悪いときはパッチンとつけると。 

 いや、これとの兼ね合いで申し上げますが、産廃だといっても、自社物を始末する場合

はそれがなくてもいいとかいうようなルールもありますようで、あれが法の脱法に使われ

ている。これ、私、現実の声を言っているんですからね。ですから、ぜひとも、あれが車

に常につけておくことによって、一部の専門業者だけじゃなくて、一般市民に照らしても

あれは産廃の車だと。だから、このところに来たのはあれだよと通報できるようなことか

らしても、市民の監視の目を高めていくためにも、そういうふうになってもらいたいなと。

問題提起だけですけれども、具体例はまた後で話しますけれども、そんなことです。よろ

しくお願いします。 

【小泉部会長】  ありがとうございました。 

 大体、予定の時刻になっているんですけれども、全体を通して何かございますでしょう

か。 

 崎田委員、お願いします。 

【崎田委員】  個別のところなんですが、ちょっと発言するのを忘れたところがありま

す。１３ページの家庭ごみの有料化なんですけれども、区市町村のアンケートで、区市町

村からこれへの支援がかなり出てきたということで、今回、しっかり書き込んでいただい

たという話で大変よかったなと思うんですが、この文言を拝見していて、情報を提供する

などの支援、結局は情報を提供する支援ということですよね。とてもいいんですが、何か

もう一つポンと肩を押してくださるような支援がというか、私、２３区内と市のかなり多

くの数の委員をさせていただいておりまして、２３区のほうでも今もうほとんど有料化に

ついて、かなり真剣に審議会で審議をしていて、その方向性についてきちんと審議してい

くような形で答申はまとまっているんですが、やはり全体でどこが先に実施するかという、
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ポンという何か、あと一押しという、何かそういう感じがすごく見えるんですね。 

 それで、例えば市町村のアンケートの中で、やはり既にかなり、多摩地域で始まったと

ころの中での評価、やり方の評価など、そろそろできるんじゃないかというご意見もあっ

たんですが、何かそういうことで、そういう情報という中にきちんとそういうものも提供

していただけるほうがいいんじゃないかなという感じがいたしました。ですから、そうい

う視点も入れていただけるとありがたいなと思います。 

 それとあと次の点なんですが、１９ページの環境リスクのところで、先ほど一番 初に

辰巳さんが発言されて、私も実はその点、非常に同感なんですが、一般廃棄物のところに

はあんまり東京都の中で具体的に入ってくるというのは難しいかもしれませんが、家庭の

中で使っている、ほんとうにさまざまな化学品を活用した商品というのが大変多くて、そ

れをちゃんと使い切って出す――スプレー缶の処理という方法でいろいろと自治体の中で

は問題視はされていますけれども、中身が残ったまま、それが非常に不適正に自宅の庭と

かいろいろなところ、あるいは下水道に入っているとか、いろいろなことがこれからかな

り重視されてくると思いますので、少し産業界がこういう化学物質の入った商品、あるい

は薬品、農薬とか、殺虫剤とか、こういうものに関して少しお店の店頭回収の仕組みを本

気で考えなきゃいけないというような気持ちになっていただくように、少し強く、そうい

うものについて今後課題になるということを明確にしていただくことが大変重要だと思っ

ています。ですから、そのところを少し明確に入れていただけるとありがたいと思います。 

 あと、次に、１７ページの区市町村に対する支援の中での○の３つ目の環境教育とか、

普及啓発のことが随分出ているんですけれども、何か新しい仕組みをつくるという、そう

いうことの要求ではないと思っているんです。実は単なる普及啓発ではなくて、ほんとう

に暮らしの中で実践できる仕掛けをいかに増やしていくかということがすごく重要になっ

てくるんだと思っています。 

 ですから、先ほど私がレジ袋のことやリユースカップとか、リユースのシステムとか言

いましたけれども、その後、辰巳さんからも出ていたサービス・サイジングの部分の業務

がもっと増えるようにするとか、それからリユース・リユースの部分を家庭の中、あるい

は暮らしの中で実践できる機会をできるだけ増やして、そういうことを伝えるような仕掛

けをもっと増やすとか、それにあわせた仕掛けを学校教育の中に同じ視点で入れ込んでい

ってもらうように教育委員会と連携するとか、何か全く別の仕組みをつくるというより、

そういう現実の中に入れていくということを、できるだけたくさん入れていくということ
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が重要なんじゃないか。 

 もちろん、それの仕掛けを動かす前には地域の環境学習センターとか、環境学習の中心

的な担い手であるＮＰＯとか、区の環境学習センターとか、あるいは企業のそういう部分

とか、あと、学校の環境教育の関係の方とか、いっぱい集まってやらなきゃいけない何か

きっかけづくりが必要なのかもしれませんけれども、そういう具体的な暮らしの改革につ

ながるような形でつくっていくということが大変重要なんじゃないかと思っています。よ

ろしくお願いいたします。 

【小泉部会長】  どうもありがとうございました。 

 どうぞ、お願いします。 

【中村計画課長】  初の有害物質の関係は検討させていただきますけれども、スプレ

ー缶の関係でいろいろ今動きがございますので、少しご報告させていただきますと、中央

適正処理困難物対策協議会という自治体でつくっている対策協議会がありまして、そこと

業界と国も交えていろいろ話し合いを進めてございます。容リ法の審議の中でも若干出て

きたと思いますけれども、その中で、中身に排出機構をつけるとか、それを使ってから出

していただくとか、そのような形で回収を進める。あるいは今出た自己回収についても、

そういうものになじまないものについては検討するような、そういう方向性も今業界のほ

うでつくられている途中でございますので、今後動きが出てくるかなと思っております。 

【小泉部会長】  どうもありがとうございました。 

 予定の時刻になりましたので、まだご意見があるかもしれませんが、もう１回部会はご

ざいますので、その途中、何かあれば事務局のほうに電話等でご意見を賜ればと思います。 

 本日、大変貴重なご意見をいろいろいただきまして、まことにありがとうございました。

本日の議論を踏まえまして、次回までに事務局で中間のまとめの草稿を用意してもらいま

して、次回は審議会の総会に提出する中間のまとめ案、これを部会としてまとめたいと考

えております。きょう、いろいろご意見をいただいて、きょう出ているのでほとんど網羅

的になっているけれども、少しめり張りをつけてくださいということと、それから、都と

してできることとできないこと、それがありますので、その辺のところを少しお書きいた

だくとありがたいなと思っております。 

 あと、特に私はこういうリサイクルビジネスといいますか、健全な廃棄物処理といった

ものが今後発展していくということを期待しておりますし、あと、先ほどちょっとご意見

にありました前回の計画と今回とのところ、その辺も少し何か入れられればありがたいな
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とは思っております。一応、５年ということですが、将来も見定めた５年の計画をぜひつ

くり上げていただければと思っております。 

 そのほか、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。では、ないようでしたら、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】  次回以降の日程と場所でございます。既にご案内しておりますけれ

ども、第５回の計画部会は２月７日の火曜日でございます。１４時から、この都庁第一本

庁舎の３３階の北側のＮ６会議室、ちょうどここと反対側の塔になります。そこで開催を

お願いしたいと考えております。 

 また、次回の部会でおまとめいただいた中間のまとめ案をお諮りする総会を２月９日、

木曜日の１０時から、本日と同じこの場所、都庁第一本庁舎３３階、南側のＳ６会議室で

開催したいと思っております。 

 委員の皆様方におかれましては、ご多忙のことと思いますけれども、ご出席していただ

くようお願い申し上げます。 

 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４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 ―― 

 


