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日時：平成18年5月29日（月）午前１０時～ 

                場所：東京都庁第一本庁舎33階南側 特別会議室S6 
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東京都廃棄物審議会計画部会（第６回） 

平成１８年５月２９日（月） 

 

 

【小泉部会長】  それでは、皆さん、おはようございます。定刻になりましたので、第６回計画部

会を開催いたします。 

 それでは、審議に先立ちまして、事務局から確認事項をお願いします。 

 

【中村計画課長】  初めに、委員の変更のご報告並びにご紹介をさせていただきます。 

 ４月２７日付で、社団法人建築業協会の野村委員にかわりまして、同協会の島田委員にご就任をお

願いいたしました。 

 また、４月２６日付で、東京商工会議所の広瀬委員にかわりまして、同会議所の茂木委員にご就任

をお願いいたしました。 

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

ご報告させていただくとともに、皆様方にご紹介をさせていただきたいと思います。 

 まず、社団法人建築業協会環境委員会副産物部会長の島田委員でございます。 

 

【島田委員】  建築業協会の島田でございます。前任の野村から建築業協会の役員交代を受けまし

て、それに伴いまして、本委員も引き受けることになりました。よろしくお願いいたします。 

 

【中村計画課長】  続きまして、東京商工会議所常務理事の茂木委員でございます。 

 

【茂木委員】  東京商工会議所の茂木でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

【中村計画課長】  島田委員、茂木委員、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 

 次に、本日の出欠状況についてお知らせをいたします。黒川委員、崎田委員、安井委員につきまし

ては、本日、ご都合によりご欠席と承っております。また、細田部会長代理、北村委員は、ご出席の

予定でございますけれども、現在、遅れているということでございます。 

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

定足数を満たしていることをご報告いたします。 

 また、４月１日付の人事異動によりまして、私ども事務局に一部変更がございましたので、ご紹介

をさせていただきます。 

 廃棄物対策部一般廃棄物対策課長の村田でございます。 

 

【村田一般廃棄物対策課長】  村田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

【中村計画課長】  よろしくお願いいたします。 

 続きまして、お手元の資料を確認させていただきます。配付資料でございますけれども、会議次第、

座席表、委員名簿、１枚ずつでございます。それから、資料１が「都民意見について」というとじた

ものでございます。それから、資料２が「答申案」の案という形でございます。それから、参考資料

を、４つつけてございまして、まず、５月１９日付のプレス資料、「スーパーエコタウン事業を実施す

る民間事業者を公募します」というとじたものでございます。それから、冊子で、「東京都環境白書２

００６」、「事業者排出プラスチック廃棄物のリサイクルの推進について」、それから「東京リサイクル

ハンドブック２００６」、の３つでございます。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】  それでは、これより本日の議事に入りたいと思います。 

 本日の議事は２つあります。１つは、「中間のまとめに対する都民意見について」でございます。 

 本年２月９日に「東京都廃棄物処理計画の改定の中間のとりまとめ」を行いましたが、その後、中

間のまとめに対するパブリックコメントを実施しております。 
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 まず、事務局から中間のまとめに対する都民意見について報告を受けた後、意見交換をしたいと思

います。 

 ２つ目は、「東京都廃棄物審議会答申案（案）」ということで、これについてでございます。パブリ

ックコメントの実施状況並びに委員の方々のご意見等を参考にしながら、部会として６月の総会に報

告する「答申案」をとりまとめていきたいと思います。 

 まず、中間のまとめに対する都民意見について事務局から報告をお願いします。 

 

【中村計画課長】  それでは、座って失礼させていただきます。 

 お手元の資料１でございます。「『東京都廃棄物処理計画の改定について』（中間のまとめ）に対す

る都民意見について」でございます。これは、２月９日に中間のまとめをいただいた後、３月末まで

パブリックコメントを求めたという結果でございます。 

 １枚お開きいただきますと、概要がございます。１ページ目でございます。 

 まず、総数でございますけど、今回、１４件という形でございます。少のうございますけど、今回

は、昨年の１２月に区市町村ヒアリングを既にしておりまして、区市町村の分がないということで、

数が減ってきているという形でございます。項目ごとに整理をいたしますと、３８の意見がございま

した。提出者の内訳は、個人が１０件、団体１件、企業が３件という形でございます。そこの表にご

ざいますように、６つに分けて、２ページ目から整理をさせていただいております。 

 それでは、２ページ目からでございます。 

 まず、最初の項目、発生抑制に関する意見、９件ございました。 

 まず、最初の２つでございますけれども、廃棄物を処理する前に、廃棄物をつくらない政策が先決。

あるいは、多くの都民が活動に参加できるようにしてほしい。それができない場合には、家庭ごみの

有料化もやむなしというようなご意見でございます。これは、中間のまとめと同趣旨のご意見として

理解しております。 

 次に、発生抑制のところで、中古住宅の流通市場の活性化の記述がございますけれども、これは、

私ども環境局の計画としては書き過ぎではないかというご意見もございました。ただ、本計画につき

ましては、都の関係部署における廃棄物のリサイクル・処理に関する政策を全部含んだような形でご

ざいまして、これらについては、都の内部において、連携して取り組んでいくことが必要であるとい

うように考えております。 

 次に、家庭ごみの有料化は地方自治法違反に当たる可能性が大きいというご意見もございました。

これにつきましては、国及び都においても家庭ごみの有料化は自治法違反に当たらないと解釈してい

る、と審議会としては聞いていますという書き方でございます。当審議会も国や東京都の解釈をもと

にして審議をしているという形で書かせていただいております。 

 それから、清掃工場で産廃を焼却するのは認められないということでございまして、これは、中間

のまとめにはこのような内容は言及していないという書き方でございます。 

 それ以外に４件ございます。発生抑制を強力に推進、あるいは、今まで以上に資源回収する体制を

整備すべき。家庭ごみの有料化はリバウンドを招くというご意見もございました。あと、独自の環境

税を導入して、産業界が廃棄物を出さないような自覚をさせるべき。あるいは、紙ごみが多過ぎると。

広告主や発行元がごみ処理コストを負担する仕組みづくりを入れてほしいというようなご意見でござ

います。これらにつきましては、都は、上記の意見があったことを踏まえて、今後対応していくべき

であると考えますというようなまとめをさせていただいております。 

 続きまして、３ページでございます。 

 次は、プラスチック廃棄物に関するご意見でございます。 

 まず、最初の４件は、主に一般廃棄物のサーマルリサイクルに関するご意見でございます。焼却処

理経費が増大して財政を圧迫する。あるいは、都民の健康はどうなるのか。それから、反対というご

意見です。それから、横浜市でぜんそくが激減したデータがある。調査をすべきというようなご意見

でございます。これらのご意見を踏まえまして、後ほどご説明します資料２では若干の修文をしてご

ざいます。前回いただいた答申でも、現在、プラスチック廃棄物はエネルギー資源として安全に活用

することが十分に可能な状況であって、廃プラは、貴重な資源であって、埋め立て不適物であるとい

う考え方に基づいて、リサイクルの取り組みを進めることが必要だというように書いていただいてい

ます。それに加えまして、その際、都民の信頼にこたえるため、サーマルリサイクルを行う施設の安
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全性や環境負荷にかかわる情報発信・リスクコミュニケーションが重要である旨を、修文で、答申案

に記述するというような形で、案をつくってございます。 

 それ以外のところでございますけれども、容器包装プラスチックは分別して資源化すべきというご

意見。あるいは、埋め立てゼロに向けた具体策を記述すべきというご意見もございました。それから、

これは事務系であると思いますけれども、リサイクルの原則化を条例化すべき、あるいは、事業者を

登録制にして、確保したらどうかというご意見でございます。それ以降も主に事業系のプラスチック

の話でございまして、最終処分場の受け入れ対象から除外することを検討すべきだと。あるいは、実

施時期を含めて、具体的な記述が必要というようなご意見でございます。これらにつきましては、部

会といたしましては、上記の意見があったことを踏まえてという扱いにさせていただければというよ

うに思っております。 

 それから、３番目、４ページの有害廃棄物対策、４件ございます。 

 まず、有害廃棄物対策の適正処理を確実とするため、さらに具体的な方策を実行すべきというとこ

ろ。それから、感染性廃棄物については都内処理を原則とすべきだというご意見。それから、感染性

廃棄物の範囲を拡大すべきだというご意見。あるいは、石綿処理についてもう少し工夫をすべきだと

いうご意見でございました。これらにつきましても、上記の意見があったことを踏まえてという形で

まとめさせていただいております。 

 続きまして、不法投棄対策が５件ございました。 

 まず、不法投棄撲滅のために情報公開の徹底が必要であると。特に、処理能力を超えた廃棄物を受

け入れている処理業者を確認できる情報の公開は徹底が必要であるというご意見でございますが、こ

れは、前回の答申を踏まえまして、私どものほうで昨年の３月に条例改正をいたしまして、排出事業

者及び処理業者の報告・公表制度というのをつくって、施行してございます。その中で、処理業者さ

んの施設への搬入・搬出実績とか、あるいは施設の稼働状況などを報告してもらって、既にインター

ネットで報告しているという事実関係を書かせていただいております。 

 続きまして、医療廃棄物につきまして、収運業者さん、あるいは処分業者さんごとに直接費用を支

払うことを徹底すべきだということを追記すべきだというご意見でございます。なお書きのところに

ございますように、収集運搬、処分の委託は、それぞれ契約を結ぶように定められておりますけれど

も、実態として、料金については、一度収集運搬業者さんが受け取って、処分業者さんにお支払いす

るということがございます。私どもとしては、これまでも、それぞれに直接支払うことが最も望まし

いという形で、排出業者さんに対して普及啓発をしているということで、上記の意見があったことを

踏まえてというような形のとりまとめをさせていただいております。 

 続きまして、５ページ目でございます。それ以外に３件ございまして、電子マニフェストの義務化。

あるいは、建設廃棄物の私どもが提案しているシステムよりも、むしろＧＰＳ装置の搭載義務づけの

ほうが効果があるのではないか。あるいは、スーパーエコタウン事業者での処分の推進を追記すべき

ではないかというご意見でございます。それらにつきましては、上記の意見があったことを踏まえて

という扱いにさせていただければと思っております。 

 続きまして、５番目、廃棄物処理・リサイクルビジネスが７件ございました。 

 まず、「産業廃棄物の都内処理率の向上」という言葉を追加してほしいというご意見がございました。

これにつきましては、確かに、一部は書いてありますけれど、スーパーエコタウン事業のところに入

っていないということで、資料２におきましては、今後もさらなる都内処理の向上に向けた取組を行

っていくべきということを答申に記述するという形で、修文をしてございます。 

 続きまして、スーパーエコタウン事業について、「必要な調整」ではなくて「適切な支援」が必要と

いうご意見もございました。ただ、私どもの立場は、そこの矢印のところにもありますように、まず

産廃は排出事業者処理責任があり、なおかつ処理施設の整備も民間事業者が進めることが原則だとい

うことでございますので、私どもは計画全体の調整を行っていくという立場でございます。 

 それ以降も、スーパーエコタウン絡みのご意見が多うございまして、最初のところは、こういう構

想をぜひ発展、充実させてほしいというご意見でございます。それから、他県で処理されると税収減

少につながるので、都内処理を進めるべきというご意見。あるいは、次のページに参りまして、埋め

立て処分について、中小企業の産廃を受け入れていますけれども、都内のリサイクル施設から排出さ

れる残渣を優先して受け入れるようにすべきだ。あるいは、次の、都の発注工事や都の関連施設から

の廃棄物は都内でリサイクルするようにすべきだ。あるいは、スーパーエコタウン事業と都が認知度
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向上のための活動を共同ですべきだというようなご意見でございます。これらにつきましては、上記

の意見があったことを踏まえてというようにまとめさせていただいております。 

 その他が４件ございました。 

 「発生抑制」という言葉でございますけれども、「リデュース」のほうがよいのではないかというご

意見もございましたけれども、「発生抑制」のほうが一般的に定着しているということもございまして、

リデュースについては、注釈において、一緒に含めた形で説明を記載する形で考えております。 

 それから、「八都県市」という言葉は、いきなり出てきて、わかりにくいというご意見もございまし

た。これにつきましては、今日は間に合わなかったんですけれども、最終答申案のときには、用語集

をつけさせていただく予定にしてございます。この中で、「八都県市」に限らず、出てくる言葉でわか

りづらいものは用語集のほうに入れていくという形を、今、考えております。 

 それから、最後の２件は原単位の話でございますけれども、まず、計算した１２年と２２年度の原

単位を明らかにしてほしいというご意見が１点。それから、すみません、次の７ページでございます

けれども、平成２２年度の排出量が１２年に比べて増えているのは疑問だというようなご意見でござ

います。この２つがセットで出ております。 

 まず、６ページにお戻りいただきまして、最初に、１２年、２２年の原単位でございますけれども、

今回、後でご説明しますけれども、１６年度ベースですべて数値を見直してございます。ですから、

２２年度のごみ排出量推計には１６年度のデータを利用しているという形でございます。 

 なお、過去３年間、１４、１５、１６のデータを見ますと、ほぼ一定ということで、あまり変わっ

ていないということでございます。 

 なお、１２年度のごみ排出量については、推計ではなくて、実績のデータを使用しているというこ

とでございます。 

 続きまして、最後の７ページでございまして、今度は排出量の話でございます。ここでミスプリが

ございまして、１カ所訂正させていただきますと、矢印のところの「ごみの排出量は、まず現在の発

生源単位」、この「源」は、さんずいがない、原っぱの「原」でございますので、修正のほうをよろし

くお願いいたします。 

 まず、ごみの排出量の出し方でございますけれども、現在の原単位から何もやらない場合の発生量

をまず予測して、そこから都民や事業者の発生抑制の取組による減量分を差し引いて算出してござい

ます。後で出てきますけど、２０万トン差し引いているという形で、発生抑制効果を含んだものであ

るということでございます。 

 また、原単位だけではなくて、都内においては、平成２２年度までに人口や経済成長率は増加が見

込まれるということで、これらはごみ排出量の増加要因になっているということで、発生量が増える

予測にしているという形でございます。 

 以上が、都民意見について事務局としてとりまとめをさせていただいたものでございます。 

 以上でございます。 

 

【小泉部会長】  はい、どうもありがとうございました。 

 それでは、今回の中間のまとめに対する都民意見についてご意見をお願いしたいと思います。 

 ちょっと数的には少ない感じもいたしますけれども、いろいろとご指摘を述べられておるようです

ので、何かこの内容につきましてご意見等ございましたら、ご質問でも結構だと思いますが、よろし

くお願いいたします。 

 はいどうぞ、岡本委員。 

 

【岡本委員】  可能であれば、これ、意見、３８あるということなんですけれども、団体と企業と

個人と、多分、団体、企業と個人とは立場が違うと思うので、どれが団体で、どれが企業かと、それ

がもし教えていただけるんでしたらと思います。 

 

【中村計画課長】  なかなかすべてを出すわけにはいかなんですけど、ただ、今回、個人１０件あ

ったんですけれども、中身を見ますと、どうも企業の社員さんの方が結構多かったり、個人と企業の

境目があんまりないのかなというような感じも、私どもとしては、読ませていただいて、受け取って

おります。 
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【小泉部会長】  はいどうぞ、渡邉委員。 

 

【渡邉委員】  私どもは、中間とりまとめの資料、先週いただいているんですが、きょういただい

た資料と若干異なるところがあるようですね。それは事務局にも確認したんですけれども、２点あっ

て、２ページと６ページの原単位の話があるようですが、６ページの原単位の、これは説明だからい

いんですが、家庭ごみの有料化の話に関して、前は１行で書いてあるのが、今度は少し詳しく書いて

あると。中身を見ると、トーンダウンしているような感じ。最初は断定的に書いてあって、今度は間

接的な表現に変わったと。その辺のいきさつ、この１週間ぐらいの間にどういうふうに変わったのか、

背景を、ここだけでいいですから、教えてもらえればありがたいんですが。 

 

【小泉部会長】  今のお話はあれですね、処理計画の中身の話になるんですか。 

 

【渡邉委員】  違います。私が言っているのは、２ページの真ん中ころに家庭ごみの有料化云々と

いうことについてのパブコメの意見に、ゴシックで書いてあるのが、１行で書いてあったのから３行

になったと。内容を見ると、一読すると、最初の分はやや断定的、今度はやや間接的表現に変わった

と。これ、１週間ぐらいの間に何がどうやって変わったんだか、ちょっとここだけでいいですから教

えてもらえないかと、こういう話です。事務局にお聞きしたいです。 

 

【中村計画課長】  私ども、実は、原案をつくっていまして、いろいろ内部でも議論した中で、立

場としてはっきりさせなきゃいけないのは、あくまで審議会としておまとめいただく中間のまとめで

ございますので、その立場をきちっと踏まえた上で修文させていただいたという形でございまして、

特に意図的に何かやったという形ではございません。 

 

【渡邉委員】  わかりました。 

 

【小泉部会長】  それでは、そのほか、いかがでしょうか。 

 よろしいでしょうか。 

 こういった都民意見をベースにして、処理計画自体の原案をつくっていくということになるわけで

すけれども、それでは、この都民意見につきましては、また後ほど、もし何かあればお戻りいただく

ことにして、次の議題に入らせていただきます。 

 次の議題は、「東京都廃棄物審議会答申案（案）」という、案として出すための案をこの部会でつく

るということなので、ダブルの「案」になっておりますけれども、この審議を行いたいと思います。 

 まず、事務局から資料の説明をお願いいたします。 

 

【中村計画課長】  それでは、資料２でございます。先ほど申し上げましたパブリックコメントの

意見、それから、前回までの総会でも若干ご意見出ましたので、そのご意見、それから、時点修正、

２月の時点と少し変わったところがございますので、時点修正をさせていただいて、主にそれらを踏

まえて、修文をさせていただいたものでございます。 

 では、変わったところだけというか、そこを中心にご説明をさせていただきます。 

 最初から４ページ目までは修文はございません。そのままでございます。 

 ５ページをお開きください。２の計画改定に当たっての基本的考え方のところの社会規範のところ

でございます。社会規範のぽつの２つ目でございまして、前回の２月９日の総会で、製品選択のとこ

ろで、製品以外にも広げた表現が好ましいのではないか、特に工事の発注等を含めるべきとのご意見

もございましたので、そこを踏まえて、修文をさせていただいております。前は「製品を消費する者

は」という形で限っておりましたけれども、「製品、サービスの選択や工事の発注等に際しては」とい

う形に変えさせていただいております。そこをまず１点、総会のご意見をもとに変えたところでござ

います。 

 続きまして、７ページでございます。７ページも真ん中辺で、今のところと若干絡むんですけれど

も、ここは文言修正でございます。中間のまとめ自体がわかりにくいというところもございましたの
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で、文章を直させていただいて、意味的には変えてはございません。修文したという形でございます。 

 続きまして、９ページでございます。計画目標でございまして、中間のまとめの段階では平成１５

年度の排出量ベースで推計をしてございましたので、今回、１６年度のデータが、一般廃棄物、産業

廃棄物とが出ましたので、その１６年度ベースで算定をし直したという形でございます。後ほど２４

ページで詳しくご説明をさせていただきます。従いまして、最終答申としては、「試算」とか「約」と

いう言葉をすべてとるという形で、横線を引っ張らせていただいております。詳細は後で説明をさせ

ていただきます。 

 続きまして、１１ページ以降の主要施策でございます。 

 まず、発生抑制のところで、容器包装廃棄物の関係でございまして、これは時点修正をさせていた

だいております。２月９日の段階では、国の審議会、中央環境審議会、産業構造審議会でとりまとめ

がなされたというところで書かせていただきましたけれども、現在、もう改正法案に盛り込まれて国

会審議されているという時点でございますので、時点修正をさせていただいております。読ませてい

ただきますと、「その提案を踏まえ、事業者が容器包装廃棄物の排出抑制促進のために取り組むべき事

項を省令で定めること、容器包装廃棄物を多量に利用する事業者に使用量等の報告を義務付けること

について、容器包装リサイクル法改正法案に盛り込まれたところである。改正案は、役割分担や費用

負担の見直しについては不十分なものであるが、事業者による廃棄物の発生抑制の取組を促進する仕

組みをスタートさせるという点については、一定の評価ができるものであると考える」という形で変

えさせていただいております。その下も、区市町村との連携の強化も少し強調させていただくような

形で修文をしていると。ですから、時点修正をさせていただいたという形でございます。 

 １２ページ、家庭ごみの有料化のところも、この部会でもご議論が非常に多いところでございまし

たので、少し表現を強めるような形で、以前は「必要な情報提供を行うなど」という形でございまし

たけれども、「必要な情報提供や提案を行うなどの支援をしていくべきである」という形に、少し強め

の表現にさせていただいております。 

 続きまして、１４ページ、１５ページでございます。こちらは、主に事業系プラスチックのリサイ

クルでございます。１４ページのほうは、やはりわかりにくいところもございましたので、文言を修

正させていただいたところでございます。特に内容的に変えたという形ではございません。１５ペー

ジのほうでございますけれども、まず、真ん中辺の「モデル的な事業の実施に取り組んで」というと

ころでございますけれども、前回は「システムについて検討していくべきである」という書き方をさ

せていただきましたけれども、今年度、もう少し進めるような形も私ども考えているということもご

ざいまして、「システムの構築に向けてモデル的な事業の実施に取り組んでいくべきである」というよ

うな、一歩進んだ書き方にさせていただいております。また、その上で、輸送のところを加えさせて

いただいたのは、前までは「収集する仕組みが必要である」という形もございましたけれども、前回

の総会でも静脈物流が非常に大事だというご意見がございましたので、私どもも含めたつもりではご

ざいましたけれども、目出しをする意味で、「収集し輸送する仕組みが必要である」という形に変えさ

せていただいております。 

 それから、次の１６ページでございます。１６ページは一般廃棄物のほうのプラスチックのリサイ

クル促進でございまして、これは、先ほどのパブリックコメントによる意見を踏まえて、修文、追加

をさせていただいたものでございます。なお書き以下を読ませていただきます。「なお、プラスチック

廃棄物のリサイクル促進に当たっては、都民の信頼に応えるために、マテリアルリサイクルやサーマ

ルリサイクルを行う施設の安全性や環境負荷に関わる情報発信、リスクコミュニケーションが重要で

ある。東京都は、『一般廃棄物処理施設向け環境報告書ガイドライン』を作成しているが、今後も、そ

の普及に努めるべきである」という形で、これは前回いただいた答申にも若干触れていただいており

ますけれども、リスクコミュニケーションあるいは情報発信が重要だというところで、つけ加えさせ

ていただいております。 

 その下の区市町村に対する支援のところは、これは時点修正です。６年過ぎましたので、「まもなく」

ではなくて、「６年が経過し」という形でございます。 

 それから、一番下の注釈のところでございますが、これも時点修正でございます。今、国において、

廃棄物処理コストについて、ガイドラインみたいなものをつくられているということで、「今年度中に

も取りまとめが行われる見込みである」という形で書かせていただいております。これも踏まえて、

区市町村に普及を図っていくという形でございます。本文のところは１７ページの上にございますけ
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ど、本文は変えてございません。 

 それから、１７ページの下のところは、これは行政内部での文言修正という形でございます。 

 続きまして、１９ページでございます。１９ページは、飛散性アスベスト、アスベストのところで

ございますけれども、昨年度の時点でまだ予算が確定していなかったんですけれども、今年度は予算

確定して、アスベスト関係の調査の予算もつきましたので、一歩踏み込んだ表現にさせていただいて

おります。「都は、飛散性アスベスト廃棄物等について、国や産業界等と連携して、溶融処理技術の動

向等を把握し、安全性の確認や経済性の評価などについての調査・検討を積極的に進め、無害化処理

が実現できるよう努めていく必要がある」という形で、少し踏み込んだ書き方をさせていただいてお

ります。これは、今年度、調査を進めるという形でございます。 

 続きまして、２２ページでございます。２２ページの上のスーパーエコタウン事業のところでござ

いまして、後で資料をおつけしてございますけれども、５月１９日に、スーパーエコタウン事業につ

いて、第二次の公募を公表いたしました。それを踏まえて、時点修正をさせていただいております。

前回は「立地について検討していくべきである」というように書かせていただきましたけれども、「新

たな施設の立地を促進していくべきである」という書き方に変えさせていただいております。また、

その上の下線のところは、パブコメのご意見も踏まえまして、「産業廃棄物の都内処理率のさらなる向

上に向け」という一文を入れさせていただいております。 

 それから、２３ページでございますけれども、調査研究のところも、やはり総会のご意見を踏まえ

て、「環境への負荷の少ない静脈物流」も加えるような形で、今後調査研究を進めるべきだという書き

方にさせていただいております。 

 続きまして、２４ページでございます。先ほども申し上げましたように、計画目標値を１６年度ベ

ースで試算をし直したものでございます。最終的には、一般廃棄物、産業廃棄物の最終処分量、それ

から、それらを合わせた最終処分量総量につきましては、数字的には変わらなかったという形でござ

います。 

 まず、上の一般廃棄物でございますけれども、読みにくくて申しわけございませんけれども、平成

１５年度は実績５４５万トンが、平成１６年度５３４万トンに変わったという形でございます。資源

ごみ収集が若干増えて、焼却による減量が若干減って、最終処分量は９０万トン、ほぼ同じという形

でございました。これを踏まえて、平成２２年度の計画目標を算定し直しますと、まず発生量が５７

０万トンと２０万トン減、それで、発生抑制の２０万トンを減らしまして、排出量としては５５０万

トン。減量効果は、資源ごみ収集が若干増えまして、それに反しまして、焼却による減量は減って、

最終処分量は４０万トンという形になりました。 

 続き、下の産業廃棄物でございますけれども、排出量は、１５年度の２,３５８万トンから２,２４

１万トンに減っております。ただ、減量効果が、資源化量と焼却・脱水等による減量が減っていると

いう形で、最終処分量は１５８万トンに若干増えたという形でございます。これらを踏まえて、２２

年度の排出量を予測しますと、２,４００万トンという形でございます。これに、資源化量は若干減り

ますけれども、それらを加味しますと、最終処分量は１２０万トンで変わらなかったという形で、最

終処分量の総量は１６０万トンということで、平成１２年度の半減を目指すという目標は変わらない

という形でございます。 

 ２５ページ、２６ページは、今のところを、前の設定方法の説明の数字を変えたという形でござい

ます。 

 ２７ページ以降は参考資料でございますけれども、これも、１６年度のデータが出た段階で少し追

加をしていると、時点修正をしているという形でございます。ただ、これにつきましては、最終答申

のときまでに若干ブラッシュアップをさせていただくことがあるかもしれませんけれども、基本的に

はこのような形で時点修正をさせていただいているという形でございます。 

 それで、先ほど申し上げましたように、最終答申、総会のときには、用語集をおつけするという形

で、今、作業を進めているところでございます。 

 私からは以上でございます。 

 

【小泉部会長】  はい、どうもありがとうございました。 

 それでは、ただいまの事務局よりの説明いただきました「東京都廃棄物審議会答申案（案）」という

ことで、全体を通して論議していただきたいと存じます。前回に比べて修正した箇所を中心にご意見
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をいただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 どこからでもよろしいと思いますけれども、よろしくお願いしたいと思います。 

 いかがでしょうか。いつも意見をいただいている渡邉委員、どうぞ。 

 

【渡邉委員】  修正した箇所は、私たちの意見やパブコメの意見を通して事務局で直してくれたん

んだから、それはそれで、僕はいいと思います。全然異議ありません。だんだんよくなる過程で、こ

こをこうすればもっとよくなるなということが見えてきたものがあります。それを意見として申し上

げたいと。つまり、事務局が言った線を引っ張ったところについて議論するとなると困るけれども、

それ以外の議論をしたいと。 

 申し上げます。５ページなんですが、私、これ、非常にここ気に入っている文章の一つなんですけ

れども、「循環型社会において実現すべき社会規範」ということで、私たちが望む循環型社会が到来さ

れるころにはどんな世の中になっているのかなと、または、どんな社会規範が必要となっている社会

かなということをイメージして、何回も読んでおりました。そうしてみると、ここさ６あるんですけ

れども、６個でいいと思っていたんですけれども、いろいろ読んでみると、もっとあってもいいなと

いうことが気がついたので、私の個人的意見ですが、ご披露したいと思います。 

 それは、まず、最初に入れたいくらいのものですが、物を大切にする社会になっているということ

を挙げたいと思っている。長い言葉はやめますが、ノーベル賞をもらったワンガリ・マータイさん、

彼女の言葉に代表されるような「もったいない」という思想が社会に定着するような、そういうよう

な社会がどうだろうかということを掲げてみたらどうかと。これは、とりもなおさず、ごみをつくら

ない、物を大切にする社会だということを意味するだろうと思います。いろいろ言いたい意見はあり

ますが、その辺でわかると思いますので、終わりにします。 

 それから、もう一つ、これは一番最後のほうでいいんですけれども、もう一つ書いてもらいたいの

は、環境に関する情報・データが公開され、それが信頼されている社会になってほしいなということ

を思っております。それは、昨今、この計画書を前回つくったころから見ると、市場における環境報

告書が飛躍的に増えていますね。各企業で環境の意識に目覚めているわけですね。それから、行政も

一生懸命環境情報を公開し始めている。これがますます進んで、かつその情報が信頼されているよう

な社会、これが望ましいのではないかというふうに思います。 

 したがって、一番最初に「物を大切にする社会」ということを入れてもらいたい。あるいは、一番

最後で結構ですから、環境情報がたくさんあり、それを共有できる社会になってもらいたいなと、そ

の意味で、企業や行政、環境行政当局で環境に関する情報をもっともっと公開してもらって、都民、

市民にアピールする社会になっていてほしいなと、このように思います。 

 

【小泉部会長】  どうもありがとうございました。 

 はい、どうぞ。 

 

【細田部会長代理】  すみません、電車の事故でおくれてしまいました。 

 今の渡邉委員のご意見に大変賛成で、私もちょっと気がつかなくて、特に２番目の情報の問題とい

うのは、その後の１４ページ、１５ページに出てくるプラスチック廃棄物のリサイクル促進のところ

にも実は重要につながっています。このシステムをつくるときにどういう処理がなされたのか、でき

ればコスト情報も含めて、静脈側の経済というのは情報がなくて、情報が伝わることによって透明な

処理がなされるということが、私は、プロダクト・チェーン・コントロールの重要な、生産物連鎖制

御の一番重要なポイントだと思うんですね。どういうふうに文言として入るかどうかはちょっと私も、

事務局と部会長の相談もあるかもしれませんけど、今の情報の問題というのはとても重要な点で、私

も見落としておりました。できれば、ぜひその辺はご考慮いただきたいなと思っています。 

 

【小泉部会長】  どうもありがとうございます。 

 確かに、動脈産業はかなり、情報は相当出ていますけれども、静脈産業のほうはあまり出ていない

ですからね。ぜひその辺はちょっとご検討いただくということにいたしたいと思います。 

 はい、どうぞ。 
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【北村委員】  今のところなんですけど、社会規範として入るということになると、企業の方も当

然にそういうものですよと。行政からそういう情報を出すというのは、行政に対する注文っちゃ注文

なんですけれども、そういうことを行政から言うか言わないかは別にして、企業として当然にそれぐ

らいのことは常識なのですよということを意味するわけですよね。そこは、結構思い切った認識だと

思うんですね。 

 私も、それはそれで、方向としては十分あり得る話だとは思っておりますので、確認の上、そうい

うものだということで書き込むのはすばらしいことだと思うんですね。その辺、ちょっとフワフワし

て、違った認識で書いてしまったら後で混乱しちゃいますので、そこは、それぐらいのものだという

ことでよろしいかどうかは、ちょっと確認したほうがよろしいと思うんですけどね。 

 今の細田先生のご発言も、渡邉先生のご発言も、企業から静脈側のデータというのを積極的に出し

ていくというのか、事業者で集まったものを行政が出すというような話か、どちらですか。 

 

【渡邉委員】  私ばっかりしゃべって悪いから遠慮してたんですけれども、要するに、企業の出す

環境報告書が、今よりも量的にも質的にもたくさん市民に提供されるような社会になってもらいたい

という意味です。 

 それから、行政は行政で、企業からとった情報を流すという意味じゃなくて、行政がやっていく中

で当然持っている環境情報というのはたくさんあるはずなんですよ。でも、環境省を含めて、環境局

も同じだと思うんですが、環境のデータというのを、統計も含めて、準備する人材も足りないという

ことも含めて、非常に貧弱だということを漏れ伝え聞いております。ですから、そういったものを充

実させて、そして教えてもらいたいと。そういった環境に関する、きょうはあまり出ないようですけ

れども、化学物質のデータにしても、何でもそうですけれども、いろんな私たちが不安がる環境デー

タもある意味ではある程度出してもらって、その中で、どうやって費用を負担して、みんなで守って

いくかということを議論する場になってもらいたいなと。そういう社会になってもらいたいという意

味です。 

 ですから、その中で、例えば企業が出した環境情報が、これは後からのことにも関係するんですけ

れども、虚偽の報告じゃ何もならないですよね。偽りの報告で、環境報告書に書いてあればいいとい

うことじゃなくて、それがある程度信頼される情報になってもらいたいというのが、後段の部分で私

が申し上げた部分です。要は、アメリカのＳＯＸ法やなんかに見られるように、内部統制のとれた社

会。今度商法も変わって、企業の組織の中で行われることもインターナルコントロールがきくように

ということが５月１日施行の新会社の解釈の中にうたわれていますが、そういったことが環境の分野

にもしっかりと定着しているような社会と、このようなことを私は思っております。あくまでも私の

個人の意見です。でも、だれか学者の方で理論的なバックボーンを持ってくれる方がいれば、そうい

う支持を得たいなと思っています。ただ、ここに出席していない私の勉強会ではそういう支持者がた

くさんおりますので、申し上げました。 

 

【小泉部会長】  はいどうぞ、辰巳委員。 

 

【辰巳委員】  すみません、私も、今のお話、何となく当然というふうに自分では思っておりまし

たもので、言われてみれば、文章できちっと書くという渡邉さんのご提案というのはいいのかなとい

うふうに思っておりまして、物を大切にというのはもう当たり前のように思いつつも、確かに抜けて

いるのかなという気もします。先ほどの５ページのところでね。だから、それに関しても大賛成だし、

特に、環境情報に関しての共有化とか、環境情報が信頼できるものを出してほしいというのは、私た

ちの団体としてもずっと言っておりますことでして、当然で。 

 それで、先ほど、１６ページに、プラスチック廃棄物のリサイクル促進のところで、修正というか、

追加を入れていただいた、ああいう話はまさに、情報を公開して、双方できちんと理解し合っていこ

うということが趣旨で書かれているもので、これは、今おっしゃった環境情報の共有化というところ

ではとても大事な話で、そういうベースがないとこの話というのは成り立たないというふうに思いま

すもので、そういう関連からいうと、最初の基本的な考え方の中に言葉としてあってもいいのかなと

いうふうに、というか、むしろあったほうがいいのかなというふうな気もいたしました。意見流して

すみません。応援意見です、すみません。 
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【小泉部会長】  辰巳委員のご意見は、例えば４ページの循環型社会のあり方のほうの内容に、そ

ういうのは当然入れておくべきじゃないかと。 

 

【辰巳委員】  そうなんです。基本的に当たり前というふうに思っていて抜けてしまうことという

のがあり得るので、当たり前と思うことをちゃんと言葉にするということがすごく重要じゃないかな

というふうな気がしまして。気がつかなくて。 

 

【小泉部会長】  いずれにしろ、この循環型社会のあり方の中か、もしくは循環型社会において実

現すべき社会規範の中か、その辺でそういう言葉を少し入れることにいたしましょうか、皆さんのご

意見がもしそれでよろしければ。 

 私も、この「循環型社会」という言葉自体がそういうものを本来持っていなきゃいけないというふ

うに思ってはいたんですけれども、言われてみると、確かにそういう言葉があったほうがよりクリア

になるかなという気もいたしますので、そういうようなことで、ちょっと事務局のほうで後ほどご検

討いただいてということにいたしましょうか。 

 はい、どうぞ。 

 

【中村計画課長】  ちょっと補足させていただきます。今、部会長からありましたように、私ども

は、４ページのところに最初のところは、もったいないというのは入れ込んであるのかなと考えてお

ります。４ページの「目指すべき循環型社会の姿」の２段落目に「『物質』を無駄なく利用し、循環利

用していく仕組みづくりが重要である」とまず入れておいて、それを踏まえて、「循環型社会の在り方」

の中で「製品の省資源化や長寿化が進むとともに、できるだけ資源を消費しないライフスタイルが定

着している」と。それを受けて入れ込んだようなつもりではおりました。 

 

【小泉部会長】  概念的には入っていると思いますけれどもね。「もったいない」という言葉がその

うち英語にでもなればいいかなという気もしないではありません。 

 はい、どうぞ。 

 

【渡邉委員】  今の、私の原稿を書いてきたものが一つ漏れたんですが、「もったいない」というの

はワンガリ・マータイさんがさきに言ったので、「もったいない」もいいんですけれども、この国に「お

下がり」という思想がありますよね。昔、親がつくったものを子どもが受け継ぐとか、兄ちゃんが使

ったものを妹・弟が受け継ぐと。それから、家族が、別な者が使ったものは受け継いで大事に使うと。

そういった「お下がり」という思想を入れてもらってもいい。つまり、そういった思想というのはと

ても大事だということを、来るべく描いている世界の中にはあるといいなと、こういうふうに思った

んです。ただ、一般的にはマータイさんの言葉のほうが印象的なので、そういうふうに申し上げまし

たが、私は「お下がり」の思想がみんなで共有できる社会になれないかと、こういうようなことを言

いたいんです。 

 以上です。 

 

【小泉部会長】  どうもありがとうございました。 

 どうもいろいろとご意見いただきましてありがとうございました。 

 

【細田部会長代理】  もう一つ。 

 

【小泉部会長】  はい、どうぞ。 

 

【細田部会長代理】  私が多少気になっているのは、１５ページの建設泥土の問題なんですが、実

際この程度しか書けないのかなという気がしますけれども、私としては、プラスチックのものとか、

いろいろ問題があるんですけど、物流からいうと、汚泥の問題というのは非常に危機的な状況にある

のではないかという気がいたしまして、しようがないのかもしれませんが、もう少し危機が迫ってい
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るんだというふうな雰囲気が出ないかなという気がちょっとね、改めて。非常にモデレートな形にこ

こは書いてあるんですが、例えばゼネコンの方々のお話聞いても、ほんとうに困っている。おそらく

都としても困っているし、困っているのは、都だけじゃなくて、都道府県全部困っていて、それが例

のフェロシルト問題みたいになって出てきちゃう。無理なリサイクルで、実は重金属が入って  な

ってしまうわけですね。だから、ここのところを、「今そこにある危機」みたいな、ハリソン・フォー

ドじゃないですけど、そういうような、もう少しトーンが出ないのかなという、ちょっと工夫が必要

かなと思いました。ちょっと印象論です。 

 これ、困ってるんですよね、やっぱりね。すごく、実際。 

 

【小泉部会長】  はい、どうぞ。 

 

【中村計画課長】  今のところか、あるいは３ページの主要課題のところで、課題３で建設泥土を

入れておりますので、こちらの表現になるかどうかというところだと思いますけど。 

 

【島田委員】  ちょっとよろしいですか。 

 

【小泉部会長】  はい、どうぞ。 

 

【島田委員】  私、建設業界なものですから、一言言わせていただかなきゃいけないと思うんです

が、細田先生がおっしゃるように、非常に問題になっていることは多いと思います。かなり危機的状

況であることも事実だと思います。ただ、これが、正直な話、東京都一都で解決できる問題ではない

ということで、国交省が挙げて今検討しておるわけで、むしろ東京の立場というのは、出し側という

か、処理側ということではなくて、他県に依存して成り立っているという、そういう状況がございま

すので、書くとすると、少し広域的な見地からの話かなというふうに思いますが、今、国交省が国と

して見直して、昨年度そういった検討会をやりまして、これから具体的な手をつけていこうという状

況でございますので、あまり都独自で先走ったことというか、具体的なことは書けないのかなという、

そういう印象でございます。 

 

【小泉部会長】  どうもありがとうございます。 

 はいどうぞ、渡邉委員。 

 

【渡邉委員】  ただいまの協会側の意見、よくわかります、私も仕事上かかわりがありますので。

ただ、細田先生が言ったみたいに、危機的状況だということは、もっとせっぱ詰まった表現でアピー

ルして僕はいいんだと思います。じゃあどうするんだというのが書いてないじゃないかと言われたと

きに、いやあ困ってるのよと言うだけでもいいですからね。それはやっぱり問題あるのを先延ばしす

るのはまずいし、トーンダウンしていくのもまずいと思っています。 

 これ、私も、ここに座らせてもらって、勉強するうちにわかったことですが、いわゆる家庭ごみの

一般廃棄物の最終処分場まで行くなんていうのは２０％で、廃プラの焼却なんていっても、そのうち

の６％だといっているんですよね、調べたのによると。最終処分場の延命のためには、８０％を占め

ている、ここにも「８０％」と書いていますけれども、こういった関係のものの削減をどうするかと

いうことがほんとうは叫ばれているんだということが、皆さんの内部の職員からも私聞いています。

告白じゃないけれども、いろいろ取材みると、聞いています。ですので、やっぱりそこのところを強

調したほうがいいのではないかと、正直に大変だということを言ったほうがいいのではないかという

ふうに思っています。 

 

【小泉部会長】  建設泥土については、今度オリンピックがまた誘致されれば、ぐっと増えるでし

ょうし、大きな問題に、今後、将来的になる可能性もあろうとは思いますけれども、一応この内容に

は書き込んではあるんですけれども、それをもうちょっと強調するかどうかという、そういったご指

摘だと思っておりますので、どうもありがとうございました。 

 そのほか、いかがでしょうか、中田委員、野口委員。じゃあ、野口委員、どうぞ。 
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【野口委員】  すみません、書きかえてくれということではないんですけれども、若干気になった

のが、１９ページにある建設廃棄物の問題で、４１ページにも資料を載せていただいているところだ

と思うんですが、もうほんとうに不法投棄の対策という原点に戻る問題でもあり、ここは対策のしよ

うが、これだけ読んでいると、システムを構築すれば電子情報で管理できていいのかなとも読めなく

はないんですけれども、おそらく、ものすごく原始的に、建設部局と環境部局の連携であったりとか、

都としても随分マニュアルのところで工夫のしがいがあるところで、東京都と市町村の連携という点

でも随分と、市町村でもお困りになられているところとかがあるところだと思いますので、原始的な

というか、人間が、ただ電子で、情報だけで、情報上で管理しましょうではなくて、きちんと解体が

どういう現状にあるかというところの実地調査のようなところからかかわって、連携が組めるような、

というような意識は当然のこととして多分おありなので出てこないんだとは思うんですが、ここは随

分とマニュアルなところで効果が上がるところなのかなとも思いますので、計画に向けて少し、この

書き方だけではなくて、もし可能であれば、そういう原点に立ち戻るような記述があったらいいかな

というふうに思いました。 

 

【小泉部会長】  ありがとうございます。 

 

【渡邉委員】  今のことで、１９ページ、同じ意見、関連して。１９ページの不法投棄対策の強化

ということに関連してなんですが、この記述で見ると、これでいいんですけれども、２行目のところ

に「後を絶たない」として、その原因として、一貫して監視する仕組みがないことや適正処分の費用

の面のことが考えられるとありますが、より現実的に言うと、私のここに座らせてもらってからの勉

強した主観で思っていることですが、これは廃棄物の経緯がはっきりしないからだということに私は

思いを至っております。つまり、細田先生がおっしゃった石原産業事件のフェロシルト、あるいはそ

のほかの、豊島のやつも、ミミズの養殖のためにするんだと、職員の残飯もボンボン積ましてたとい

う話も同じですけど、すべて、岐阜の善商の事件も、コンクリートも同じですけれども、それに共通

しているのが、リサイクルだというふうに言われるとしり込みしてしまうと。もっと言えば、偽装リ

サイクルなんですよ。今はやりの「偽装」という言葉、環境にもほんとうは出てくるんです。これは

あんまり新聞には書いてもらってないから助かっているんですけれども、正直言って、偽装リサイク

ルなんですよ。リサイクルだという名において、あるいは、これ使うんだと、これ商品だというふう

に言われると、しり込みせざるを得ないところに問題がある。そこで、廃棄物の現状をしっかりさせ

てもらって、やってもらいたいと。 

 それから、長野県の田中康夫知事のところでは、廃棄物といっても、廃棄物もどきも、「もどき」と

いうのは「らしきもの」という意味ですけれども、廃棄物もどきも取り締まるような、条例の対象に

するような条例が先駆的に出ているところもあります。ぜひとも東京でもいいものは知事として、一

橋だそうだし、そういう共通点もあるんだから、よく事務方もコミュニケーションしてもらって、や

ってもらいたいなというような感じが都民の意見であります。つまり、不法投棄の中にはリサイクル

に名をかりてやっているものがあるからということですね。 

 それから、廃棄物だと来たのが、途中からリサイクルだといってルートから逃げていくと、廃棄物

処理法から外れていくと、こういうような法体系を危惧する学者先生はいっぱいおりますね。私もそ

ういうところから勉強させてもらったんですが、ぜひとも東京都に先駆的にここを取り締まる条例で

カバーしてもらいたいなと思っております。 

 

【小泉部会長】  どうも、ご意見として承っておきたいと思います。ありがとうございました。 

 そのほか、いかがでしょうか。はいどうぞ、北村委員。 

 

【北村委員】  この１９ページのところですけど、前のやつとはちょっと違っているようなんです

けど、解体後の廃棄物を一貫して監視する仕組みがないと、一応マニフェスト制度はあるっちゃある

から、これはそういうことをおっしゃっているのではないとは思いますけど、ちょっと誤解があるの

かなという気がしないわけではないですね。それは修文の話ですけど。 

 あと、そもそもの話なんですけど、４ページのところで、この新しい計画というものが、前の計画
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との関係で、位置づけとして、廃棄物処理法に基づく計画だけではなくて、もう少し広い役割をしょ

うのだというご認識をなさっているのはまことによいことだと思うんですけれども、これはどういう

スタンスを踏まえてそういうふうに東京都が考えているのかということですけど、ここはあれですか、

例えば循環基本法の理念みたいな、循環基本法を踏まえて、東京都から循環型社会を実現していくと

いうような筋で整理されていらっしゃるのか、あるいは、都の環境基本計画とか、そういうようなと

ころを踏まえたものというふうに整理されているのか、どうかなと思うんですね。循環基本法自体は

立派なものなんですけど、なかなかそのもとでうまいこと具体の仕組みになっていないというあたり

とすれば、循環基本法を踏まえて東京都はこう考えているというふうな整理もあるいはあるし、そう

いうふうにされているのかなと思いまして、ちょっとそこの辺が、４ページの（１）の２段落目のと

ころでは必ずしも読み取れなかったものですから、確認方、整理をさせていただければと思うんです

けど。 

 

【小泉部会長】  はい、お願いします。どうぞ。 

 

【中村計画課長】  私、ご議論の中で３つあると思っておりまして、１つは、当然、廃棄物処理法

に基づく廃棄物処理計画というのが１点でございます。都の環境基本計画の下位計画というか、個別

分野の計画であるというのが１点。それから、循環計画、国の循環計画に準じたものであるという位

置づけもぜひというようなご議論もここでございました。ただ、国の循環計画の中で３つの目標がご

ざいましたけれども、そのうちの２つは、どうも都の計画の中では計画目標として掲げにくいという

ご議論も途中でいただきまして、その中で、最終処分量だけはきちっと出していこうということもあ

りました。ですから、国の循環計画のところはなかなか入れづらいというか、入りにくいというとこ

ろもございましたけれども、私どもとしては、それも踏まえておつくりいただいたという形にはして

ございます。 

 

【北村委員】  気持ちとしては、法律に基づく計画というのではなくて、循環基本法レベルの理念

とか、そういうことは受けとめてやっていると、そういう整理なんですね。 

 

【中村計画課長】  はい。 

 

【小泉部会長】  よろしいでしょうか。 

 

【北村委員】  はい、結構ですよ。 

 

【小泉部会長】  そのほか、薗田委員、何かございますか。 

 

【薗田委員】  １点だけ、すみません、７ページのところなんですけれども、真ん中辺に、最近企

業の社会的責任というふうなことで、「ＣＳＲ」という言葉が今回初めて入ったと思うんですけれども、

特にここに何か入れるというわけではないんですが、ＣＳＲの中では、最近、企業のＣＳＲだけでは

なく、市民側のＳＲといいますか、いわゆる２つのＣＳＲで進めていかないと、企業だけが頑張って

やっても、あるいは、もちろん行政だけがやっても、やはり市民を巻き込んでいかなければ、両方の

相乗効果は当然出てこないとうことで、２つのＣＳＲみたいなことも言われておりますので、この下

に「できるだけ環境に配慮したものを選択するように促していくべきである」と、これは都民側の、

市民側の話になってくると思うんですけれども、何かそういう意識をちょっと入れていただければい

いなというふうに思ってこの文章を読みましたので。 

 先ほどの渡邉委員の「もったいない」という言葉も、もともとのこちらの「目指すべき循環型社会

の姿」という４ページのところに、考え方としては、「『物質』を無駄なく利用し、循環利用していく

仕組みづくりが重要である」とか、あるいは、「自然を慈しみ、地球を愛する心の豊かさ」という、そ

ういったことも書いてあるので、もし入れるとしたら、なんかここなのかなというふうに思ったのと、

それから、「もったいない」というのはマータイさんがおっしゃったんですけど、今、小池大臣ももっ

たいない風呂敷とかというのをお持ちで、最近スカーフにされていて、お持ちですか、もしかして。
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レジ袋がわりに使われてという。 

 

【細田部会長代理】  これだ。 

 

【薗田委員】  それです。もったいない風呂敷というので、これを国際語にしようということで、

実際、「ＭＯＴＴＡＩＮＡＩ」というので国際語になるんじゃないかなというふうに言われていますの

で、もしかしたら。ちょっと先駆的に考えていくなら、そういった言葉を入れてもいいんじゃないか

なというふうに思います。ぜひご検討いただければと。 

 

【小泉部会長】  どうもありがとうございました。 

 そのほか、はいどうぞ、辰巳委員。 

 

【辰巳委員】  先ほどの建設泥土等の話がやはりちょっと気になっておりまして、一番最初に渡邉

さんがおっしゃった情報共有とか、そういう視点からも、危機的な状況というのは、３ページの課題

３では危機的な状況というふうにはなかなか思えなくて、ほんとうに危機的な状況であるということ

であるならやっぱり、危機的な状況ですよと、都に私たちがもっと自覚してくださいという気持ちを

言わなきゃいけないんだというふうに、今すごく思い出しまして、だから、この「有効活用ささてい

ない」という単語だけだと、有効活用されていないけれども、埋め立てていて、どうにかいっている

よという感じで、もうちょっと有効活用されるといいなというふうなレベルでしか受け取れないよう

な気もしますので。例えば課題１なんかは結構きつい言葉ですね。依然として廃棄物を大量に発生し

ているというふうな単語がね。課題１ではこういうテーマを使っていて、課題３のところはちょっと

優しいなというふうな意識もちょっと思いましたもので、ここら辺もなんかもうちょっと。先ほど危

機的な状況だとおっしゃったのがすごく私は気になっておりまして、そういう危機的だということを

共有できるような単語に変わったほうがいいかなと、今さらすみません、思ったんですけど。すみま

せん、新しい提案が別にあるわけじゃございませんけれども、でも、「危機的な状況にある建設汚泥」

でもいいのかなというふうに思ったんです。 

 

【北村委員】  これは、例えば、有効活用されていないじゃなくて、有効活用できないというか、

法制面の縛りも結構あるっちゃあるわけですよね。それは、おっしゃるように、東京都だけでどない

できるかと言われても、なかなかそれは難しいものがあるからこそ、多分これは国のほうへの働きか

けというところにつながっていく話だと思うんですね。おっしゃるように、されていないといったら、

じゃあやれよという話になるだけですから、その辺の原因も踏まえたような表現になれば、それはそ

れでいいと思うわけですね。それはまあ排出者として頑張っても、いろいろ違法・適法というのはど

うもあるものですから、そこのところをもっと抜本的に考えましょうという提案だとすれば、これは、

都発といいますか、廃棄物の発生者でもあり処理責任もある、一番困っているところの言葉としては

重たいということですから、そのあたりはわかるように文章でやっていただくのが、島田委員のご意

見も踏まえても、それほど無理なことではないのかなという気はしますよね。 

 

【茂木委員】  ちょっと１点。 

 

【小泉部会長】  はいどうぞ、お願いします、茂木委員。 

 

【茂木委員】  先ほど北村先生のお話もあったんですが、あと島田さんのほうからも、国交省との

問題ですとか、国との関連だとかありましたけど、６ページのところにある東京から発信するという

理念と、その後に出てくる先駆的な取組というのがございますけれども、この先駆的な取組というの

がどういうことを指していて、例えばそれが、国とか、八都県市の話もありましたけれども、どうい

った整合性を持ちながらやっていくのか、この辺についてちょっとお考えがあればと思っていますが、

お聞かせいただきたいと思います。 

 

【小泉部会長】  どうぞ、お願いします。 
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【中村計画課長】  まず、１ページでございますけれども、私ども、先駆的と言えるかどうかはま

たあると思いますけれども、都独自の取組も幾つかこれまでやってまいりました。例えば、家庭系パ

ソコンについては、義務外品についてリサイクルルートがなかったので、ＪＥＩＴＡさんと共同して

義務外品についてもリサイクルルートをつくって、区市町村の粗大ごみ収集に行かないようにしよう

というシステムを都が初めてつくっております。また、在宅医療廃棄物の回収についても、若干はや

られていたんですけど、組織的にやったのは多分東京都が初めてかなということでございまして、こ

ういう新しいリサイクルや適正処理の仕組みを都から発信するという意味では、こんな形を進めてま

いりました。また、先ほど申し上げました廃棄物処理法以外にも、産業廃棄物の排出事業者及び処理

業者から適正処理に向けた報告をいただいて、それを公表してしまおうと。これはまさに不適性処理

を防止するための一つの手段という形で、都独自にまず初めて、なおかつ八都県市内で、全国レベル

の仕組みにしてはどうでしょうかという提案をさせていただいております。こんな形が多分先駆的に

やっている私どもの取組なのかなというように思っております。 

 これらも踏まえて、今後、施策をお示しいただいた中で、都からまずやってみるというところも考

えているところでございます。 

 

【小泉部会長】  はい、どうぞ。 

 

【渡邉委員】  事務局にお聞きしたいんですが、２０ページのところに、これ、僕は非常に意欲的

に思っているんですが、事前に供託などにより確実に支払われる仕組みの導入が必要だと。つまり、

費用がちゃんと回っていけばよくなるんだろうということを言っているんだと思うんですが、これを

もうちょっと解説してもらうとありがたいんですが、お願いします。 

 

【小泉部会長】  はい、お願いします。 

 

【中村計画課長】  ここのところは、実は、八都県市に提案をして、八都県市の中でご議論いただ

いている最中でございますので、あくまで事例の一つとしてご覧いただければと思います。要するに、

必要なのは、処分業者さん、あるいはリサイクル業者さんがきちっとお金をいただいて仕事できる、

それがちゃんと渡っていけば、途中で不法投棄をしようとする意味づけもなくなるだろうという発想

がまずありまして、ですから、やり方はいろいろあると思いますので、事例の一つとして、事前の供

託ということを例示させていただいたという形でございます。 

 

【小泉部会長】  どうもありがとうございました。 

 ３ページのさっきから話題になっている建設泥土の話なんですけど、これは、この部会の初めから、

都としては有効活用していくという流れがあったかと思うんですが、それが国等のいろんな状況が今

まだ固まっていないというふうなことだとは思うんですけれども、これの形容詞句というか、これを

どんなふうな言葉に変えていくのかということで、何かアイデアございますか、委員の皆様方の。 

 この「有効活用されていない」というのは受け身で書いてあるから、若干能動ではないということ

だろうし、「危機的な状況の建設泥土」ということになると、それはちょっとまた書き過ぎなような気

もしますし、なかなか微妙なところがあって、「有効活用されなければならない」というふうに書くと、

ちょっとまたそれは出過ぎのような気もする。なかなかこれは難しい表現だと思うんですけれども、

書いてある内容はしっかり書いてあると思うんですけど、先ほどの辰巳委員のお話は課題の表題とい

うことだというふうに承っておりますけれども、何かもしアイデアがあれば、どうぞ。 

 

【細田部会長代理】  具体的なアイデアではないですけど、この課題３のところは、わりと客観的

に書いてあることは書いてあるんですね。後の資料を見ると、埋め立ての５６％が建設泥土ですよね。

それを見ると、これは大変だなということになるわけで、そういう客観的な書き方はそれとして重要

で、あんまり煽情的になるということを僕は求めているんじゃないんですけど、一応これはやっぱり、

この書き方だと、読んだ人は……。我々はもう多分共有しているんですけど。さっきの情報の出し方、

コミュニケーションの問題で、もうちょっと、だから、先生がおっしゃった言い方で、有効活用され
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ていない建設汚泥というところ、具体的には浮かばないんですけど、その辺の客観的な情報はわりと

ここにコンパクトに与えられているので、その形容詞句というんでしょうかね、そこをうまくやって、

これは大変なんだ、都は国と協力して、今後相当業界とも協力してやるぞというような姿勢がどこか

見えるような何かうまい、といって、おまえにあるかというと困っちゃうんですけど、それをちょっ

と考えるべきかなと。客観的な情報はコンパクトに与えられております。 

 

【小泉部会長】  私もちょっと思いつきだと、例えば「大量に発生している建設泥土の有効活用」

とか、「有効活用に向けて」とか、なんかそんなふうなイメージだというふうにとらえてよろしいです

かね。 

 では、ちょっとこれはまた後ほど事務局とご相談しながら、この表題を少しアピールするような形

にしていきたいと思います。ありがとうございました。 

 それでは、はいどうぞ、島田委員。 

 

【島田委員】  誤解があるといけないので、訂正しておきたいんですけれども、この表現の中で、

「建設泥土は、その多くが埋立処分されている実態にある」という、この埋め立て処分というのが、

最終処分場に入っているわけではないんですよね。改良されて埋め立て造成できるような状態で、残

土処分場というか、廃棄物処分場ではなくて、土地造成というか、造成用のところに処分されている

という状態なわけですよ。それが法的に違法かどうかという議論があるわけですね。そういった意味

で、法的にはかなり問題ははらんでいるわけですけれども、先ほど渡邉委員がおっしゃったように、

逼迫する最終処分場の大半をこの建設泥土の埋め立て処分によって賄っているというか、埋めている

ということではないことだけはちょっとご認識をいただきたいということでございます。 

 

【小泉部会長】  はい、どうぞ。 

 

【渡邉委員】  私の言ったのは、私ごみで有名な江東区在住ですが、江東区の区議会でやりとりし

た議事録から持ってきています。そうすると、議員も間違っているということになるんだね。ほんと

うは現地でこうやって見ていればいいんだろうけれども、議員さんとあそこで行政がやりとりした議

事録から持ってきた私の意見です。島田さんの意見はわかるんですが、それは自信を持って言えるん

ですか。私の言っているのも合ってるんだと思うんですよ。だから、あながち、幾らか違うのもある

かもしれないけれども、たしか防波堤の近くさ特例で運んでいって持っていくというのは、どこかに

書いてあったと思うんですけどね、東京都の出している文献だか何かにないですか。防波堤の外側の、

それで件数は何件とかって、平成１５年の数で出ていたのを、私、ここに座らせてもらってから勉強

した数字に出ていたのもあったんですけれども。 

 

【島田委員】  中防のは残土処理場ですよね、たしか。 

 

【中村計画課長】  少し私のほうから。 

 中央防波堤処分場、あるいは新海面処分場には、２つありまして、土を入れるところとごみを入れ

るところ、それぞれ別々にあります。土を入れるところは、例えば東京湾とか河川のしゅんせつ、こ

れ、必ず泥は流れてきますので、そういうしゅんせつ土とか残土を入れるところがある。ごみのとこ

ろは主にごみを入れるという形で、建設泥土は、一部覆土で使われていますけれども、それほどは入

っていないと思います。ですから、島田委員のおっしゃることは正しいと思います。 

 

【小泉部会長】  はい、どうぞ。 

 

【細田部会長代理】  そうすると、３３ページの右上の表現というのはかなり微妙で、私もちょっ

と詳しいデータが手元にないのでわからないですけど、最終処分量のうち５６％がと読むと、これは

産廃の処分場に占める割合と普通なら読めてしまいますよね。産業廃棄物の種類別最終処分量、建設

汚泥５６％というのは。東京都が出しているうちの産廃の５６％は最終処分場に行っていると読めて

しまいますよね。それはいいんですか。それ、ちょっと微妙な話になってくる。 
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 ただ、仮に島田さんのおっしゃったことがそうだとしても、危機的な状況であることには変わりな

い。つまり、スーパー堤防に入れようが、どこに入れようが、やっぱり需給バランスは、汚泥は合っ

ていない。８８０万立米ぐらいあって、需給バランスは合っていないわけで、これは決して業界を責

めているとかそういうことではなくて、これは構造物をつくれば出てくるわけですから、それはやっ

ぱり大変な問題で、知恵を出さなきゃいかんということは、やっぱりメッセージとしてあり得るのか

なと思うんです。 

 ただ、事実問題として、この３３ページの右上の図というのは、もし島田委員のおっしゃることが

そのとおりであるとすれば、若干の注釈を入れる必要があるのかなというふうに思っています。ちょ

っと詳しいこと僕わからないので。 

 

【北村委員】  再生というのは最終処分やっちゃうんですね、法的にやれば。だから、この再生分

と正味最終処分場を食っているという部分と、あるいは分けてやるべきところを一緒にしているのか、

再生は再生でここには入っていなのかというあたりもちょっとご説明いただいたほうがいいのか。 

 

【中村計画課長】  ３３ページの２つ目のところにございますように、再利用は別に、１５％が再

利用、２２％が最終処分というように、統計上は、こちらでは分けております。 

 

【北村委員】  再生のことを「再利用」というふうに言っているわけですね。 

 

【中村計画課長】  はい。 

 

【小泉部会長】  はいどうぞ、お願いします。 

 

【渡邉委員】  今、業界と市民側で使っている数字が違うんだというふうな認識、ちょっと持った

りもしたんですが、そういうときに、どっちの数字が正しいんだという話になったりもするので、先

ほど言った環境情報とか環境データに関する話にまた戻ってくるんですが、要するに、出した数字が

正しいんだという信頼性を担保するのに、おれんとこ正しいというしか何も聞こえないんですね。期

待されている循環型社会の最終的にあるものは、出した数字が第三者の認証を得た信頼できる数字に

なっている形が望ましいだろうと。つまり、今は企業会計なんかにおいても、第三者の認証というこ

とで、会計士なんていうのは内部機関ではだめなんだと。いわゆる発表したものについての信頼性の

担保ということが言われ出していますね。それを環境行政の中にも根づくといいのかなというふうな

個人的な意見を持っています。ですから、環境報告書なんかにしても同じですけれども、出てきた数

字について、ただ言いっ放しでない、信頼する機関の認証を得る機関。もっとも認証機関がそういう

のに協力しては、建築基準法と同じくなるんですけれども、そういうふうにならない社会になること

を目指すようになってもらいたいなというふうに思っておりました。 

 

【小泉部会長】  どうもありがとうございます。 

 いろいろご意見出ておりますけれども、中田委員、何か全体を通してございますでしょうか。 

 

【中田委員】  意見とか、そういった形にはならないんですけど、２月にスーパーエコタウンをご

案内していただきましてありがとうございました。リサイクル・ピアさんとリーテムさん、あと中央

防波堤とか中間処理場とか、見せていただきまして、さっき建設廃棄物の話なんかもあったんですけ

れども、９４％までリサイクルするということで、ほんとうにすごいなと思って、私以外にも何人か

一緒に行った人もいるんですけど、みんなすごいねと。それにしても、東京都というのは何でこんな

にごみ出すんだろうねとか、いろんな話になりまして、すばらしいと思いました。ほんとうに、見る

と、これはごみ以外のどうしようもないんじゃないというものでリサイクルするもの、製品というか、

物になってしまうというのがすばらしいと思いました。 

 それと、最近、行政とか政治で、環境のことに関しては、小まめじゃなくて、大まめにズバッとや

ったほうがいいんだよなんて意見をくれた新聞記者の方がいまして、といっても、私は小まめなこと

しか全く思いつきませんので。先ほど「もったいない」という言葉とか出てきたんですけど、いいと
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思います。「もったいない」という言葉と、あと、私自身が日ごろ思っている言葉で、「工夫する」と

か「よく考える」とか、そういった言葉、そのままの言葉でなくてもいいんですけれども、どこかに

そういった意味のことが入っていればいいなと思います。 

 あと、ちょっとつまらない話なんですけど、よろしいでしょうか。いつだったか、細田先生が、話

の合間に、女性の使う口紅なんか、毎年新色が出るのなんかつまらないようなことをおっしゃってい

たんですけど、それを聞いたとき、いやそれは違うよと、女性はどうしても新色が欲しいんだよとい

うことで考えていたんですね。私ごとなんですけれども、ちょっと私の七つ道具をお見せしますが、

これは口紅が入っているパレットなんですね。２０年間使っているんです。中にこういうふうに入っ

ているわけですね。これを買ったときは、２０年前で、まだ私も若かったので、スーパーモデルがこ

ういうふうにしていろんな口紅を持っているだとか、メーキャップアーティストがこんなふうにして

持っているというのを聞いて、ああ格好いいなと思ってしたんですけど、この間これを使っていて思

ったことは、例えば口紅もはかり売りしてくれれば、そのほうが売れるなと。大体１本３,０００円ぐ

らいするんですよ。最後まで使い切らないんですね、新色が出るから。だから、例えば企業でそうい

う工夫をしてもらうとか、製品をつくるときに工夫をしてもらうとか、そういった社会に進めていけ

るようになればなと。先生がきょうもったいない風呂敷を持っていて、とても感動しました。 

 以上です。 

 

【小泉部会長】  どうもありがとうございました。 

 あと、それでは、岡本委員、何か全体を通してご意見ございますでしょうか。 

 

【岡本委員】  １９ページの廃棄物処理云々の施策という項目がありますね。これで、アのところ

の３つありまして、アスベストと感染性廃棄物とＰＣＢがありまして、下の２つは確かに施策になっ

ているんですね。ところが、アスベストのほうは、これ、施策は一体何だろうかと。無害化処理が実

現できるように努めていくというふうなところが施策なのか。そうすると、技術開発的なことを施策

にしているのか。それとも、いろんな評価とか調査を積極的に進めることが、それはちょっと施策じ

ゃないだろうと。いろいろと文章をここのところは、苦労されて、直されたようなんですけれども、

施策というからには、もうちょっと何かすぐこれが施策だとわかるような表現にしないと、理解でき

ないのかなというふうに思って、今、読んでいたんですね。 

 

【小泉部会長】  では、どうぞお願いします。 

 

【森廃棄物対策部長】  アスベスト廃棄物につきましては、現実的には、前から処理をしている施

設がないわけではないんですけれども、ご存じのとおり、やはりまだ技術とすれば未成熟でございま

して、これをきちっと処理できるまでには相当程度かかると、実はそういう認識でいます。今おっし

ゃるとおり、この施策がもう少しきちっと盛り込まれたらどうかというご意見ですけれども、私ども

の現時点の認識につきましては、やはりその部分がはっきりしない限り、施策としての展開は大変難

しい状況にあるというのが現状でございます。したがいまして、ここには、安全性とか、あるいはコ

ストの問題とか、最終的には施策を考えるべき必要な要素といいますか、これらを把握していかなけ

ればいけない。いずれ、施策としては展開していくべきだろうと思っております。今の現段階では、

このように認識している状況でございます。 

 

【小泉部会長】  どうもありがとうございました。 

 よろしいでしょうか。 

 

【岡本委員】  施策と言っちゃうと、なかなか今の段階では難しいと。 

 

【森廃棄物対策部長】  そうですね。 

 

【小泉部会長】  どうもありがとうございます。 

 一応委員の皆様方に大体ご意見を伺ってまいりましたけど、全体を通してまた何かございますでし
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ょうか。はいどうぞ、お願いします。 

 

【細田部会長代理】  直接今回のということではないんですけど、３ページの有害廃棄物のところ

で、私最近上海から帰ってきたのでちょっと気になったんですが、あるところで聞いたら、途上国か

ら輸入している安い乾電池の中に、水銀が入っているらしい。今、日本ではもう水銀は、小さなボタ

ン電池の中にほんのちょっと入っているぐらいで、もうほとんど入っていないわけですけど、安い電

池の中に水銀が入っているものが日本に輸入されているという話を聞きました。これ、情報を確認し

ていないのでわからないんですけど。それから、前には、子どものおもちゃの景品か何かに鉛が入っ

ていたとか、我が国の中でとじていろいろ有害廃棄物の問題をコントロールしても、実は大量に輸入

されているものの中に、特にそういう安いものの中に入っている。安いものと特定してはいけないの

かもしれませんけど、どうも最近、そのおそれがなしとはしないので、ここでどうこうじゃなくて、

課題５に関連して、これは国にも私ちょっと申し上げたいと思うんですけど、都は大消費地ですから、

国内だけではもうとても完結しなくなってしまって、とても大変なんですけど、そこをやはり今後は、

次の５年、先に向けては、その辺もちょっと考慮していく必要があろうかなというふうに思っている

ので、ちょっと一つだけ、印象論なんですけど、都のほうでも押えておいていただきたいなと思って

おります。 

 

【小泉部会長】  どうもありがとうございました。 

 いろいろそういった輸入、安いほうに消費者は動くでしょうから、先生のおっしゃるように、そう

いった問題がこれからも出てくるかもしれませんね。どうもありがとうございました。 

 そのほか、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 本日、いろいろ貴重なご意見をいただきまして、幾つか事務局が提出しているこの案に修正を加え

たほうがよい部分も若干ありました。そこで、本日いただいたご意見を踏まえまして、事務局で修正

案を作成してもらいますが、修正につきましては、私のほうに一任させていただきたいと思いますが、

よろしいでしょうか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

【小泉部会長】  ありがとうございました。 

 それでは、私のほうで、本日のご意見を踏まえ、６月の総会に、この計画部会の案として「答申案」

を報告したいと思います。ありがとうございました。 

 ほかに何かございますでしょうか。よろしいでしょうか。はい。 

 

【渡邉委員】  先ほど薗田委員から、７ページのＣＳＲということで、会社だけがＣＳＲあるんじ

ゃないだろうと。ＣＳＲというのか、シチズンというのか、いうことで、市民の側もＣＳＲがあるだ

ろうという話、これに関連して一つお話ししたいと思います。 

 それは、町の中でたばこのポイ捨てがぽんぽんあると。それから、缶ジュースもぽんぽん飛んでい

ると。これ、本来捨てるべき場所に捨てていないから不法投棄ですよね。でも、だれも構わないと。

一部の自治体が目覚めて、美化という観点から動いていますが、これが都内全域の運動になっていな

いと。でも、これ、不法投棄だと思うんですよ。それと同じようなことが、駅のホームに家庭用のご

みを持っていったり、本来あるべきところでないところに物を持っていくというのは、我々の身近に

たくさん行われているということで、これも産業廃棄物の不法投棄と根っこは同じだというような原

点に立つべきだろうと僕は思うんですよ。この場合にあるのは、ほんとうはきちんと捨てるのがもっ

たいないとか、あるいはおれ一人ぐらいいんじゃないかとかいうような気持ちがそうさせていると思

うんですが、これは紛れもなく、意識しているかしていないかは別にして、濃い、かすいの問わず、

僕は犯罪だと思うんですよ。環境犯罪ですよ。ですから、そういう視点から、そういった環境犯罪を

防いでいくという視点が必要だろうと。それをもししなかったら、莫大な税金が、市民の税金によっ

てそれがされているわけですよ。これはもうでっかい産業廃棄物の処理に莫大な税金を使っていると

同じような状態なので、ですから、これ、残念なんですけれども、いかなる行政にもお金かかるんだ

けど、お金という視点があまり入らない計画書だなと思って私読んでいます。この計画書はね。私は、
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お金という視点も入れるべきだという視点と、市民の目線でのそういった小さな視点というものを持

った内容にしていく必要があるだろうというふうに私は思っています。そのようなことも７ページに

は書いてもらいたいし、全体の流れの中には、苦しい財政状況の中でこれだけ環境施策に取り組んで

いくんだと、限られた財源を効率的にこういうふうに振り向けていくんだという姿勢でのものが、審

議会としては望んでいるんですがね。我々は税金を納めていますので。ですから、税金を納めている、

その一方で環境をよくしてもらいたいというものがあるんですよ。我々は都民ですから、都民の目線

からいうと、環境財政という財政の視点から眺めてもらいたいなというふうにも思っております。 

 

【小泉部会長】  それでは、ご意見として承っておきたいと思います。どうもありがとうございま

した。 

 そのほか、事務局から。 

 

【辰巳委員】  すみません、今、計算し直していたんですけど、２４ページの数値、計算なんです

けど、１６年度の実績のところが間違っていたらいけないからあれなんですけど、一般廃棄物のとこ

ろなんですが、５３４万トンというのが実績値なんですよね。そこから減量効果を引き算したのが９

０ということですよね。これ、計算合っていますか。 

 

【中村計画課長】  端数は若干計算上ございます。 

 

【辰巳委員】  そうすると、なんかこれだけ見ちゃうと９１になっちゃったんですね。 

 

【中村計画課長】  ですから、端数で丸めていますので。 

 

【辰巳委員】  そうなんですか。わかりました。それはなんか９０.幾らとかというふうにはしない

でよろしいんですか。いや、なんか単純に私みたいな計算をしたら、１違うよというのが、言われま

せんかということをちょっと気になっちゃったんですけど。 

 

【細田部会長代理】  その場合は、ここに注を。端数で、よって数字が若干のそごがある場合があ

るみたいなことを書いていただけたら。こういうけたをあれすると、四捨五入すると、必ず合わなく

なってくるんですよね。それは書いておいたほうがいいかもしれませんね。 

 

【辰巳委員】  すみません、それだけです。 

 

【小泉部会長】  特に、４、５、６、この辺でおさまったときには、こういうことが起こるんです

よね。はい、どうもありがとうございました。 

 そのほか、よろしいでしょうか。よろしいですか。薗田委員、大丈夫ですか。なんかさっきのＣＳ

Ｒに絡めて。 

 

【薗田委員】  今、渡邉委員のほうからコメントをいただきまして、ありがとうございます。市民

ということで、シチズンのソーシャルレスポンシビリティーということを強調してほしいということ

を言ったんですけれども、今、実は、企業の中では、ＣＳＲを進めていくために、ＣＳＲの中身は非

常に幅広いですので、当然、コンプライアンス（法令遵守）の問題から始まって、環境であったり、

人権であったり、あるいは労働環境であったり、あるいは情報公開とかコミュニケーションとか、い

ろんな分野が含まれてくるんですけれども、やはりそれをきちんと、どの方向に向かって、何をやっ

ていくべきなのかというのを、明確な物差しを持っていこうということで、企業行動規範とか行動指

針とかというふうなものを整備している企業が多いです。ちょっと私どもはそういうお手伝いもさせ

てもらっているんですけれども、そういう意味では、日々の活動の中で、あるいは日常の生活の中で、

都民もやはり、そういう物差しに当たるような、いわゆる都民行動規範みたいなものがですね。別に

これをしなければならないというわけじゃなくて、こういうことをするといい都民ですよ、あるいは

地球人としてやはり当然の責務を果たしていきましょうという、そういったことで、わかりやすく、
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例えば小学生の子どもにでもわかりやすいようなものをつくって、それを公表していくというやり方

もあるんじゃないかなというふうに思います。今、ほんとうに企業が、企業の中でちゃんとしたルー

ル決めをしていこう、物差しをつくって、それを徹底していこうと、一人一人に徹底して、あるいは

企業の中だけではなく、お取引先であったりとか、あるいは、グローバルにやっていらっしゃる企業

さんでしたら、海外のところまでそういったものを浸透させようという、そういった動きが始まって

いますので。ただ、わかりにくい言葉だったりとか、いわゆるありきたりの言い方だったらわかりに

くいので、それをどうわかってもらえるのかというふうなところで、一緒にそういった文言づくりな

どを始めているところもありますので、もしかしたら、そういう都民としてのＳＲをどう果たしてい

くのかというのを一緒にみんなで考えていきましょうみたいなことを学校教育の中に取り入れていっ

たりとか、あるいはコミュニケーションのツールとして考えていくというやり方がいいんじゃないか

なと思います。 

 なんかきょうはちょっと細田先生がもったいない風呂敷をご披露されたので、私もちょっと、１個

だけなんですけど、私はマイはしなんですけれども、マイはし派で、おはしを持ち歩いていまして、

もう１０年間持ち歩いているので、大体年間１００回以上は外食をしているので、多分これで１,００

０本ぐらいはおはしがセーブできているんじゃないかと思うんですけど、このはし袋は一応お手製の

布製のもので、そこに自分のお気に入りのおはしを入れて、こうやってクルクル巻いて、結構外国人

の人とかに差し上げるんですけど、すごい人気なんですけれども、こういったほんとちっちゃい、さ

っきの小まめなというような、中田委員もおっしゃったんですけど、なんかそういったことをみんな

が工夫しながら、しかも、やらねばならないじゃなくて、楽しみながら、こんなすてきなおはし袋な

んですよとか、こういうふうにやったら当然ごみも減りますし、それだけじゃなくて、ほんとうに物

を大切にする気持ちという、そういうところを大事にしましょうみたいなメッセージが伝わっていく

と思いますので、何かそういった楽しみながらできるような工夫なんかもすごく重要なんじゃないか

なというふうに思いました。 

 ちなみに、２００８年から中国の木材がもう、おはしが入ってこなくなるらしいので。日本が今ま

で間伐材を使っているんじゃないかと言われたのに、今は大体九十数％ぐらいですか、林野庁のデー

タでも、中国からの割りばしが入ってきていたんです。それも入ってこなくなるということで、実際、

ほんとおはしも何とかしなきゃいけないというのもあるので、みんながこういうふうに持ち歩けば、

なんかそれだけでも、ごみも節約できるし、物を大事にする気持ちも伝わるんじゃないかなというふ

うに思いました。すみません、ちょっとなんか個人ごとで。 

 

【小泉部会長】  どうもありがとうございました。 

 きょうは、細田先生の最初のもったいない風呂敷から始まって、先ほどの中田委員の２０年来のマ

イ口紅ですか、それから最後に薗田委員のマイはしですか。 

 

【辰巳委員】  マイバッグ持ってます。 

 

【小泉部会長】  マイバッグもありますか。満々ですね、そうすると。辰巳委員のマイバッグです

か。私も、そういったボトムアップ的なことが、これからやはり、循環型社会に向けて、必要ではな

いかと思いますし、特に、清掃事業自体が特別区移管から、１６ページにありますように、６年が経

過しということで、この辺も、なかなかこういった計画案をつくっていく上で、処理計画をつくる上

で、清掃事業自体がやはり区移管になっていると。区市町村に対して都として何をしていくか。ある

意味で、私自身も、都の環境局の廃棄物行政というのは、だんだん歯がゆい状態かなという気はずっ

としておりまして、そういう中でこそ、やはり全体の方向性をこういった計画の中に織り込んでいく

ということが、より以上に必要ではなかろうかというふうに思っております。どうもありがとうござ

いました。 

 まだご意見あるかもしれませんけど、もしあれば遠慮なく、まだ時間はございますので、言ってい

ただければと思いますけれども、よろしいですか。はい、どうぞ。 

 

【渡邉委員】  ちょっと事務局の方にお聞きしたいんですけれども、廃棄物処理法に出てくるいろ

いろな事業所に備えつけておくべき帳票書類というのは、５年だというふうに承知しています。ただ、
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今はもう１０年時代になったと。先ほど言った５月１日施行の旧商法にかわる新会社法では、帳簿書

類は１０年となっていると。そういう法令の整合性なんかについては行政当局で吟味されておられる

でしょうが、よそで帳簿を１０年にしとけといっているのに、いわゆる不法投棄の取り締まりだとか

なんか検査する際に５年しかないと。しかも、法律を守っているじゃないですかと、こういうものが

出てきてもらっては困るので、やはりその辺ちょっと検討してもらって、他の法令にも目を向けてや

ってもらったらいいかなと思っています。つまり、会社の帳簿検査もしていろいろ不法投棄を見つけ

るというふうな視点からすれば、よそは１０年になっていると。ですので、廃棄物の関係も、それと

整合性と、皆様の仕事がより効果的に市民の信頼を得られるような形になるためには、保存年限の見

直しがあっていいのではないかなというふうに思っていますので、よろしくお願いしたいと思ってい

ます。 

 

【小泉部会長】  処理計画の話とはちょっと違うかもしれませんが、ご意見として残しておきたい

と思います。 

 それでは、事務局から何かほか、連絡事項等。 

 

【中村計画課長】  １点だけございまして、答申案をお諮りする総会でございますけれども、６月

２６日の月曜日の午後３時から都庁第一庁舎、ここの第一庁舎の北側３３階、ここは南棟でございま

すので、反対側の北棟でございます。そこのＮ６会議室で開催をいたします。 

 正式なご案内につきましては、後日、送付をさせていただきます。 

 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が、ご出席賜ります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６回計画部会を閉会いたします。どうもありが

とうございました。 

 

―― 了 ―― 


