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午前10時05分開会 
 
【小泉部会長】 皆さん、おはようございます。 
 本日は、足下の悪い中、また、年度末のお忙しい中をお集まりいただきまして誠にありがとうござ
います。 
 これから、第１回計画部会を開催いたします。 
 審議に先立ちまして、事務局から出欠状況の確認をお願いします。 
 
【資源循環推進課長】 それでは、本日の出欠状況についてお知らせいたします。 
 本日は、北村委員、橋本征二委員がご都合により欠席となっております。 
 ただいまご出席の委員数は12名ですので、部会委員総数14名の過半数に達しておりますので、ご報
告させていただきます。 
 続きまして、資料の確認をさせていただきます。 
 １枚目の会議次第に書いてありますが、資料１が「東京都の廃棄物等の現状について」で、全体で
20ページほどの資料になっております。 
 それから資料２－１としまして、カラー版でＡ４のものと、その後ろにクリップどめで資料２－２
が付いているかと思います。３枚ものです。資料２につきましては、資料２－１、２－２をあわせて
全体でＡ４判４枚となっております。 
 資料３はＡ－３判で、「統合的な資源循環戦略の構築」の概要でございます。 
 資料４として、１枚もので「今後の計画部会開催スケジュール（案）」がございます。それから、
参考資料として、現在、国会で提案されております廃棄物処理法の法案の概要が２枚ございます。 
参考資料２として、これは３月５日に閣議報告されている環境省の資料ですが、第２次循環型形成

推進基本計画の点検結果の概要が付いております。あわせまして、東京都のスーパーエコタウンのカ
ラー版のパンフレットが１枚ございます。 
 それから、お手元の分厚いＧファイルには、前回の資料、関連の報告書の類が入っておりますので、
随時ご覧いただければと思います。落丁等がございましたら、近くの職員に言っていただければ差し
替えますのでよろしくお願いいたします。 
 それから、委員の皆さんの席上に、２月１日に開催した審議会の議事録をお配りしております。す
でに内容を確認させていただいておりますが、追加修正等がありましたら、３月31日までに事務局ま
でご連絡いただければと思います。それをもちまして確定としてホームページ等にアップさせていた
だきたいと思いますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 
 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。 
 資料等の不足はないでしょうか。よろしいでしょうか。 
 はじめに部会長代理についてですが、運営要綱第７第５項で、「部会長に事故があるとき、または
部会長が欠けたときは、あらかじめ当該部会に属する委員のうちから部会長が指名する委員がその職
務を代理する」ということがございます。 
 私のほうから部会長代理を指名させていただきたいと思います。細田委員に部会長代理をお願いし
たいと思います。細田委員、委員の皆様、よろしくお願いいたします。 

（「はい」の声あり） 
【小泉部会長】 ありがとうございました。 
 それでは、本日の議題に入りたいと思います。本日は、「東京都の廃棄物等の現状について」報告
をいただいた後、新たな廃棄物処理計画の論点整理の案ということで、これについてご議論をいただ
きます。 
 はじめに、議事（１）「東京都の廃棄物等の現状について」、事務局から報告をお願いいたします。 
 
【資源循環推進課長】 お手元の資料１「東京都の廃棄物等の現状について」をご説明いたします。 
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 この資料につきましては、前回、２月１日の総会で現行計画の進捗状況を資料６でお示ししており
ます。これに補足した基礎的データ、それから、２月１日当日いただいた、ご意見、ご質問とあわせ
て作成しております。事前にお配りしておりますが、多少不適当なところもありましたので修正等を
加えてあるところもあります。すべて説明していると時間がありませんので、ポイントだけ簡単にご
説明して、この資料自体は、次にご説明します資料２、本日議論します論点整理の際の参考あるいは
裏付けとして活用していただければと思います。よろしくお願いいたします。 
 まず「一般廃棄物等の現状」ですが、１～４ページは基礎的データということで、人口や今までの
ごみ量の推移、資源ごみ収集量、組成状況を、区部・多摩等について分析したものです。 
 ５ページは、現在、都の最終処分場に搬入されている一般廃棄物を性状別に分類したもののデータ
でございます。 
 ６ページは区部、７ページが多摩ですが、それぞれの「廃プラスチックの資源化処理状況」という
ことで、どのような分別のされ方をしているか、各区及び多摩・島しょの市町村についてそれぞれ分
類したものです。特に前回、家庭ごみの有料化の状況がありましたので、７ページの左側につきまし
ては、多摩・島しょの市町村で有料化を行っているところには●印をつけさせていただいております。 
 ８ページ目からは「産業廃棄物等の現状」になります。８ページは、産廃のこれまでの量や業種別
の排出量、９ページは種類別の排出量の推移、最終処分量の種類別の推移を載せております。 
 10、11ページが不法投棄関連になります。10ページは前回もお示しした表で、10ページの下は行政
処分の件数を平成15年度から経年的に載せました。11ページは、最近の不法投棄等の事例ということ
で、少し具体的にこのような違反事例がありましたということで例を載せさせていただきました。 
 12ページは「廃プラスチック類のリサイクルに関する主な経過」ということで、これは、前回、小
口収集を平成18年度に行っていますが、その後どうなっているのかというご質問がありました。これ
につきましては、小口モデル事業収集の中で幾つかまとめがされておりまして、パッカー車による収
集についても効率的にできるということもありますが、最終的に、埋立処分場側での受入れを、でき
るだけ分別を見直すような形態に直すべきというまとめがなされておりまして、これに基づいて平成
19年度、都の処分場の廃プラの埋め立てゼロに向けた基本方針を策定して、23年度には受入れをゼロ
にしましょうと。これに賛同する各処理業者さんと協定を結んで平成21年度につなげているという形
になっております。 
 13ページは参考資料です。産業廃棄物については、経済成長率あるいは建設廃棄物であれば都内の
建設工事の完成工事高に量が左右されやすいということですので、これの参考データも載せさせてい
ただいております。 
 14ページにつきましては、「第三者評価制度の現状」ということで、既に今年の２月10日に報道発
表しておりますが、あらためて14、15ページでその概要を付けさせていただいております。 
 16、17ページは、現在、大田区の城南島と中央防波堤の内側埋立地にありますスーパーエコタウン
の現状を載せております。現在、９施設あります。カラーのパンフレットもありますので、こちらも
ご参考までにご覧いただければと思います。前回の２月１日の際には、スーパーエコタウンのポテン
シャルといいますか、どういう潜在能力があるのかというご意見もありましたので、これは例ですが、
17ページに、スーパーエコタウン内にあるバイオエナジーという会社が、生ごみでメタン発酵させて、
それで発電を行っております。これによりましてＣＯ2の削減効果が、17ページの真ん中あたりにあ
りますが、年間1,365トン減少する効果があるということをバイオエネジー社が発表しております。
このようなポテンシャルが存在しているということで、例として載せさせていただきました。 
 18～20ページが「廃棄物部門からの温室効果ガスの推移」ということで、これも前回、廃棄物処理
に伴うＣＯ2排出量の経年推移のデータが欲しいというご意見がありましたので載せさせていただき
ました。現在、東京都のＣＯ2の排出量は、20ページに全体量が載っていますが、2007年度分で、円
グラフの右下に5,852万トンとあります。これが、業務、家庭、運輸その他も含めたすべての全体量
です。18ページの表ですが、廃棄物部門は、1990年に309万トンあったものが、2007年度には215万ト
ンに減っております。３つに色分けされていますが、一番下のＣＯ2は、単純にごみを燃やして出て
くるＣＯ2です。真ん中のＣＨ4は、埋立処分場で生ごみを埋めたりしておりますので、そこから出る
メタンです。Ｎ2Ｏにつきましては、下水スラジの焼却で出てくるものです。 
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 19ページもあくまで参考ですが、実は、廃棄物、リサイクルにＣＯ2がどういう形でかかわるかと
いうことを、デンマークのジェンティルさんやクリステンセンさんという人が、国際廃棄物学会で発
表している表で、幾つかあります。実際に再生資源をつくる際に消費される電力量であるとか、例え
ば廃棄物処理であれば、上のほうにＯ１とありますが、例えば収集車はガソリン車で動いていますの
で、それに伴うＣＯ2の排出もあります。そういうすべての関連するものがこの表１枚になっていま
す。実際に、18ページのグラフでカウントしているのは、Ｏ３からＯ６の部分です。そのほか、どれ
をカウントするかということはいろいろ議論があるようで、19ページの下のほうには、今の考え方の
例を幾つか掲げております。 
 まだデータを収集したての段階で、まだ分析まで至っていないものが幾つかあります。今後議論を
していく上で、このデータ等を参考に進めていただければと思いますし、足りないデータ等があれば
事務局でご用意させていただきますので、よろしくお願いしたいと思います。 
 資料１については以上です。 
 
【小泉部会長】 どうもありがとうございました。 
 資料については事前にお送りいただいておりました。今、ご説明がありました資料１について、ご
意見、ご質問等がありましたら挙手をお願いいたします。 
 
【勝浦委員】 ６ページの下の「ごみ処理コストの計算例」というところで、これは、私が前回、プ
ラスチックを容リで行っている区と可燃ごみに入れている区があるので、そのコスト差はどうでしょ
うかという質問に対してお答えいただいたのですが、残念ながら、完全実施に至っていないというこ
とで、これは杉並区のデータをお出しいただきました。 
 ここでコメントを付けさせていただきますと、ここに出ている容器包装プラのコストがトン当たり
18万7,000円となっていますが、もとの杉並区の資料を見ると、この中に、宝くじ助成金が、全体で
３億1,000万円のうち、5,300万円は宝くじが補助金があって、それを差し引いた金額がこの18万7,00
0円になるということで、この助成金がないと、ここは22万6,000円になるので、これはたまたま宝く
じの補助金が出たということであれば、ここのコストにはもとの22万8,000円を載せるほうが適当で
はないかという感じがします。 
 あわせてペットボトルも同じようにデータが載っておりまして、これが15万7,700円ということで、
いずれにしても、ペットボトルはマテリアルリサイクルの優等生であると感じていますが、収集のと
ころで膨大な費用がかかっていることを改めて感じております。ですから、このあたりも含めて、ぜ
ひ、今後どのような処理をすることが一番適当かということを議論していくことが必要ではないかと
感じております。 
 あと、この後、ぜひ、他の区も、特に実施している区と実施していない区の差がわかるようなデー
タを、出たらまたぜひ教えていただきたいと思います。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した。 
 それでは、事務局、よろしくお願いします。 
 
【資源循環推進課長】 ごみ処理コストを、勝浦委員に言われていろいろ当たってみたのですが、杉
並区は公表していることもありまして例として載せさせていただきましたが、条件によってかなり大
きく左右されております。今、勝浦委員がおっしゃったように、どの収入を加えるかどうかとか、条
件をはっきり明記しないと議論するような資料が作成できないということで、改めて資料を集めつつ
分析させていただいて、次回以降、何回目かの部会のときには改めて提示できるような形にしたいと
思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 
 
【辰巳委員】 今、この数値を見ていて思ったのですが、トン当たりの数値だけではなくて量も関係
すると思います。もし、可能であれば、一緒に量もないと費用の比較になったときも、少ないのであ
れば、トン当たりは高くてもということがあるかもしれませんので、それも一緒にお願いします。 
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【小泉部会長】 よろしくお願いします。 
 
【松野委員】 高度な質問ではなくて恐縮です。初回ということで基本的なところでお伺いします。 
 ４ページの不燃ごみのところで、平成19年度、20年度で、区部のところで金属が倍増しているよう
になっていますが、これは区分けの方法が違ってこのような統計になっているのか、総体的にプラス
チックが１年で急に減ったので相対的に目立っているのか。実際、金属は具体的にどういったものが
あるのか、もう少し教えていただければと思いました。 
 
【小泉部会長】 いかがでしょうか。今、お答えできる範囲でお願いします。 
 
【資源循環推進課長】 区部は、平成20年度の途中で分別の仕方を変えて、プラスチックが、容器包
装プラとして集められたり、不燃ごみから徐々に減少している状況にありまして、ちょうどその過渡
期かと思います。金属自体はそう変わっていないと思いますが、プラスチックが減った分だけ割合が
増えたと思います。 
 
【調整担当参事】 区部で平成20年度にプラスチックが大幅に減ったのは、平成20年10月から、サー
マルリサイクルが23区中22区本格実施されまして、その関係でプラスチックが大幅に減っております。 
 金属に関しましては、不燃ごみから取られる金属は、鉄、アルミです。ですから、金属は、鉄、ア
ルミという主分けになっております。 
 割合的には、全体のプラスチックが減ったために金属の割合が増えているということでございます。 
 
【松野委員】 マテリアル工学におりましたので、鉄やアルミと言われたらそちらのほうがピンとき
ますが、具体的な物で、例えば電子機器が入っている、いわゆる雑品として扱われるようなものもこ
の金属として取り扱われているのか、そこを知りたいのですが。 
 
【調整担当参事】 不燃ごみとして出されるものの中の金属ということで、缶などについては各区で
リサイクルされていますが、その中にどうしても飲料缶が入ってきまして、特にアルミについては飲
料缶の割合が多いと思います。 
 そのほかに、なべやフライパン、そういう関係のアルミ類が多いと思います。鉄についても、小さ
な家電系のものや、不燃ごみとして出される自転車など、そういうものが多いと考えております。 
 
【小泉部会長】 そのほかにいかがでしょうか。 
 また後でお気づきの点があればご質問いただければと思います。 
 それでは、議事（２）に入りたいと思います。はじめに事務局から資料の説明をお願いいたします。 
 
【資源循環推進課長】 それでは、資料２－１、後ろに資料２－２、あわせて資料３も含めてご説明
させていただきたいと思います。 
 後ほど全体の部会の今後のスケジュールをご説明しますが、本日の部会では、小泉部会長ともご相
談しまして、論点整理をしていただこうと。現状で今までどこまで到達しているのかということと、
どこが到達していないのか、それから、前回の計画から５年たっていますので、どのような新たな課
題ができたのかも含めて、議論の方向性を確認していくところまでを第１回部会の到達点にしたいと
考えております。それを説明したペーパーが資料２－１の総括表です。前回、審議会資料６で現行計
画の進捗状況や、本日の資料１で現状のデータ等をお示ししまして、現行計画の到達点の確認をして
いただきたいと思います。 
 それに基づいて、「課題の抽出」ということで、現行の処理計画の課題や目標のうち、残された課
題は何か、まだ継続して取り組んでいくことがあるのではないか、それは何かということ。また、こ
の５年間に新たに出てきた課題について、課題の抽出等のご意見をいただければと思っております。 
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 この課題に基づいて、議論の方向性、何をポイントに議論していくか、どういう観点から議論して
いくのかを、委員の先生方で、一定の共通認識を本日の部会で持っていただければと考えております。 
 そのためにご用意したペーパーが資料２－２からの３枚になります。資料２－２の１ページが「現
状把握」です。これに基づいて「課題の抽出」が２ページ目。最後に、「今後 論点とすべきポイン
ト例」と３ページになっております。資料２－２の３ページをそれぞれ横に並べていただくとわかり
やすいかと思います。 
 それでは、資料２－２について簡単にご説明させていただきます。 
 まず１ページ、「現状把握」は２点ありまして、「現行計画の検証」、「ここ五年間の新たな動
き」の２つのカテゴリーに分けさせていただきました。「現行計画の検証」は、前回の審議会資料６
の要約です。前回計画は、主に、最終書分量の削減を主たる目標に立てております。前回ご説明しま
したが、最終書分量の目標は達成可能な見込みです。建設泥土等の再生利用量は、もともと排出量が
減っているということがありますが、再生利用率は約４割に増加しております。 
 ２番目の環境リスクの低減では、有害廃棄物（アスベスト、感染性、ＰＣＢ）対策の実施を開始し
ております。不法投棄件数、投棄量は減少傾向にありますが、不法投棄の撲滅には至っていない。 
 リサイクルビジネスの発展の促進ですが、スーパーエコタウン９施設がこの５年間の間に稼働して
おります。それから、第三者評価制度の開始が今年始まりました。このような現行計画の検証を前回
もご説明させていただきました。 
 これに加え、「ここ五年間の新たな動き」ということで、４点掲げてあります。ほかにも新たな動
きがあろうかと思いますので、ぜひともご意見をいただきたいと考えて「など」と書いてあります。 
 １点目が一番大きいと思いますが、気候変動の危機（地球温暖化）や資源制約など環境の危機が急
激にこの５年間で顕在化してきています。 
 ２点目が、経済不況などの影響による廃棄物処理、リサイクル市場の急激な変動ということで書か
せていただきました。 
 ３点目が、廃棄物処理法、各種リサイクル法の改正ということで、廃棄物処理法の改正は参考資料
として、現在、国会で審議されている改正の概要を載せております。各種リサイクル法は、５年間で
改正されたものは食品リサイクル法ぐらいですが、現在、容器包装リサイクルの改正について、国で
議論が始まっているところでございます。 
 それから、社会の意識の変化ということで、特にこの５年間では、地球温暖化を中心に、環境に対
する意識がかなり高まってきたのではないかということで書かせていただきました。 
 このような現状把握のもと、２ページ目に移りますが、「課題の抽出」として、１ページ目の「現
状把握」に対応する形で、「現行計画からの課題」、「新たに取組むべき課題」と載せてあります。 
 「現行計画からの課題」では、１点目として、３Ｒが進んできたと言いながら、リサイクルはかな
り進んでいると思いますが、発生抑制が進んではいないのではないかということで課題として掲げて
あります。生産段階へのアプローチという点もあって、廃棄物処理の観点からだけでは限界があるの
ではないかということで課題として挙げてあります。 
 それから、最終書分量の削減は、達成可能な見込みと書かせていただきましたが、分析しますと、
処分場の容量が増えたわけではありません。建設廃棄物、これは今、リサイクルの受け皿が、例えば
土木工事の道路工事の路盤材であったりします。今後、道路工事が減ってくると受け皿がなくなるこ
とも考えられ、その逼迫があるのではないかということで課題として掲げさせていただきました。 
 それから、廃プラスチックの埋め立てをゼロにするということで進めておりますが、実際、確実に
リサイクルされていくのか、どのような処理の仕方があるのかということも含めて検討する必要があ
るのではないかということで掲げております。 
 ４つ目が、現行計画以外の、有害もしくは処理が困難な廃棄物。前回は、アスベスト、感染性、Ｐ
ＣＢを挙げておりますが、それ以外にあるのであれば検討が必要ではないかということで、石膏ボー
ドや非飛散性アスベスト成形板、微量ＰＣＢなどを例として挙げております。 
 それから、不法投棄は、件数は減っておりますが、目標の撲滅には至っていないということで挙げ
ております。 
 「新たに取組むべき課題」では、資源循環と温暖化対策、リサイクルをすればＣＯ2が減るのでは
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ないか、そういう密接な関係がある程度推定はできますが、具体的にどのような関連があるか、科学
的、定量的にまだ解明されていないのではないかということで挙げてあります。 
 ２点目が、経済状況に大きく左右されない信頼かつ安定的を廃棄物処理・リサイクルの仕組みづく
りですが、量が減るとか、そういうところで、価格がかなり乱高下するなど、持っていき場所がその
都度変わってしまうことがないような仕組みづくりが必要ではないかということで掲げてあります。 
 それから、先ほど、社会の意識の変化がかなり高まっているということがありましたが、これもま
だまだこれ以上に高めていく必要があるのではないかということで掲げてございます。 
 まだこれ以外の課題もあるとか、この課題の観点はこういうことではないのかというようなご意見
があれば、お願いしたいと思います。 
 最後に、３ページ目で、「今後 論点とすべきポイント例」ということで論点整理をさせていただ
きました。大きく２つの事項に分けていますが、１点目が「循環型社会と低炭素社会の統合に向けた
一体的取組」ということで、さらに４つの小項目を掲げております。 
（１）が「低炭素社会への対応」、これは、リサイクルによる温室効果ガス削減効果を明らかにし

て、だれが見てもわかるような形にすべきではないかと書いてあります。また、廃棄物中に未利用エ
ネルギーがあれば、あるいは、清掃工場で実際に焼却等を行っておりますが、これを高効率発電に進
めるべきではないかということで、論点のポイントを掲げております。 
（２）が「資源制約への対応」、今後、確保が困難になると予想される、特に金属資源はほとん

ど海外に頼っている部分がありますので、例えばレアメタルのリサイクルを促進すべきではないかと
いうこと。金属以外にも、積極的に国内でリサイクルしていくべきものがあるのではないか。例えば
リンなどもそうではないかと思いますが、そういう対応の必要性を掲げております。 
（３）が「最終処分量削減に向けた対応」、これは「主として建設廃棄物対策」とありますが、

先ほど申し上げましたように、建設系の廃棄物のリサイクルは、今、土木資材としての活用が大部分
を占めております。今後、公共工事、土木工事等が減る中で、新たな視点のリサイクルが必要ではな
いかと考えております。それから、先ほど言いましたように、処分場は多摩地域も23区も、現在の処
分場が最後の処分場と言われております。これのさらなる延命化のための削減策は何かということを
ポイントに挙げております。 
（４）番目は、適正処理、不法投棄対策ですが、「環境へのリスク減少に向けた対応」として、

効果的な不法投棄の対策の検討、有害等廃棄物の早期対策、不適正処理に対する措置の強化の必要性。
それから、具体的な例として、東京都の海面処分場は、現在も、以前に埋め立てたごみから発生する
汚水・浸出水の処理にかなり莫大な金額を使っておりまして、これは当分続く傾向があります。この
早期安定化の対策が必要ではないかということを掲げております。 
２番目が「これらの取組を支える社会の仕組みづくり」ということで、プラットフォーム的な考

え方の部分を掲げております。 
 （１）が「技術の育成・向上」ということで、現在の廃棄物処理、リサイクル技術のさらなる向上
が必要で、そのためには、例えば産学官連携であるとか、ここには書いてありませんが、現在の技術
の継承のような場が必要ではないかということで書いてあります。それから、今回スタートした第三
者評価制度などをステップに、さらなる事業者――この事業者には、処理業者だけではなくて、排出
事業者も含めておりますが、その育成方策の必要性をポイントとして掲げております。 
 （２）が「３Ｒムーヴメントの醸成」、意識向上のための環境学習やさまざまな機会の充実や、国
内や海外との交流を深めて先進的なもの、それから、広域的な施策を、一自治体である東京都の範囲
だけにとどめないで進めていくべきではないかということを掲げております。 
 これらは、あくまでも事務局のほうでたたき台として整理したものでございます。ここに書かれて
いる以外のものもありますし、ここに書かれてあることについても別の観点があろうかと思いますの
で、いろいろご意見等をいただければと思っております。 
 あわせまして、資料３ですが、Ｇファイルに、「統合的な資源循環戦略の構築」ということで本冊
子が入っております。平成20年に策定しました環境基本計画で、「気候危機と資源制約に立ち向かう
新たな都市モデルの創出」を目標に掲げていますが、その中で、循環型社会と低炭素社会の関係をど
のように考えていくかということで、専門家会議を設置しまして概念整理をしてもらいました。今回
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の委員にも入っていただきましたが、細田先生を座長に、本日ご出席の杉山委員、松野委員、欠席で
すが橋本征二委員、環境審議会の飯田委員、この５名の先生方のご意見を伺いながら、考え方の方向
性についてまとめていただきましたので、簡単にご紹介させていただきたいと思います。 
 資料３も３部作になっておりまして、左側が「資源利用の現状と課題」ということで、どんな課題
があるかをまとめさせていただいております。その中で３つのカテゴリーがあって、真ん中あたりに
「２ 資源利用に関わる問題」とあります。そこで、天然資源採取、温室効果ガス、廃棄物に関する
問題として、幾つかの問題提起をしております。廃棄物を扱っていく上では、資源別に見ていく必要
があるのではないかということで、左下のほうで、バイオマス系資源、化石系資源、金属系資源、窯
業・土石系資源、これらについて今後どのような方向性で資源をとらえ、なおかつ、廃棄物としての
施策としてどういうものが挙げられるのかを整理させていただいております。 
 真ん中に「今後の資源循環戦略の基本的考え方」があります。このような現状と課題を踏まえつつ、
今後どうしていったらいいかを考えているものが真ん中のところで、一番の上のほうに「持続可能な
資源利用の原則と統合的資源循環戦略」があります。今後、我々が目指すべき社会に必要な原則は何
かをまとめております。１の①、②、③がその原則ですが、できる限り再生可能資源を利用する、そ
れを利用する場合にもほかの物質に代替できる範囲内で利用しましょうとか、できるだけ環境の自浄
能力の範囲を超えないようにしましょうというような考え方をはじめに整理しております。それを実
現するために、天然資採取量、温室効果ガス排出量、廃棄物最終処分量、この３つの削減に取り組ん
でいくべきではないかということであります。 
 では、それを、東京がどういう立場に置かれていて、どういうことをしなければいけないのかとい
うことが第２章の２の下に書いてあります。ご存じのように、東京はかなり巨大な消費土地でして、
東京以外でつくられた製品が集まって消費される製品サイクルの中に東京が位置しております。その
ことを踏まえながら、東京の需要を変えていくことで何かできないかという観点が必要であると書い
てあります。２番目の○印ですが、都内・都外でどのような影響が生じているのか。例えば東京でつ
かっている製品が、たぶん東京都以外でつくられているわけですが、その場所で、例えばＣＯ2がど
のくらい出ているのか、製品をつくるために廃棄物がどれだけ廃棄されているのかということもとら
える必要がないのかということが、この２の○印の意味でございます。 
 そのために、産業連関分析などを利用して、そのような量的なものを調査する必要があるというこ
とがまとめられております。第３章は、「今後の資源循環戦略の具体的方向性」として、「動脈・静
脈両側からの対策」や「天然資源の採取量の削減」、「温室効果ガス排出量の削減」、「廃棄物最終
処分量の抑制」という観点から考え方を進めていく必要があるのではないかとまとめております。こ
の内容は、先ほどご説明した資料２－２の論点整理のポイントにも幾つか反映されて重複する部分が
ありますので、改めてはご説明しませんが、表題のサブタイトルにもありますが、天然資源採取量、
温室効果ガス排出量、廃棄物最終処分量、この３つを同時に削減していくような施策が必要であると
いう観点で書かれております。 
 昨年、専門家の先生に参加していただいて、今後の方向性をまとめていただいた一つのものとして
ご参考にしていただければと思います。 
 事務局からの資料説明は以上です。 
 
【小泉部会長】 どうもありがとうございました。 
 新たな廃棄物処理計画の議論の方向性について、現行計画の到達点、議題の抽出、今後の議論の方
向性、こうしたものをまとめていただきました。 
 特に、資料３の３Ｒ戦略のための専門家会議で、統合的な資源循環制約の構築として報告書をまと
められたということですが、座長を務められていらっしゃいました細田委員から、補足のコメントな
どがありましたらお願いいたします。 
 
【細田委員】 ありがとうございました。簡潔に事務局のほうでまとめていただいたので、概ね尽く
されていると思いますが、全般的な見方として、３点、コメントさせていただきます。 
 従来、東京都がこういう計画を立てるとき、あるいは、廃棄物対策を考えるときには、東京都が何
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をできるか、最終処分場をどのくらい減らせるかという主体的な面が当然多かったのですが、もうそ
ういう、単なる東京都とか廃棄物政策というピンポイントの問題だけではなくて、ほかのものとどの
ようにかかわっているかということが重要になってきました。例えば、国に21世紀環境立国戦略とい
うものがあって、低炭素社会、野生生物との共生社会、資源循環社外、この３つがどのようにバラン
スをとるかという面も視野に入れざるを得なくなってきた、そして具体的な政策をとらざるを得ない
というところが非常に大きくなってきました。それと関連すると、低炭素化とどうつなげるかという
のは、まさに今説明があったとおりです。そういう他の戦略とのインタフェースをどう考えるか。 
 それをするときには、第２番目の論点としては、東京都は当然、他府県との出入りがものすごく多
くて、流動が多いわけです。この共同コントロールを考えない限り、低炭素社会と資源循環社会との
折り合いをつけることができないという大きな問題があります。 
 ３点目のコメントです。これは東京都特有の問題ですが、せっかくいい施設があるのに、どうやっ
て活用するかをこれまであまり考えてこなかった。例えば、東京スーパーエコタウン、ここで球を集
めて、集荷力を強めて、リサイクルをしたら大体どれくらい低炭素化に役立つのかということも含め
て、既存設備をどう使うか。優れた設備はたくさんあります。その辺の戦略的な考え方ももう少し必
要ではないかと思います。 
 以上３点、簡単に補足させていただきました。 
 
【小泉部会長】 どうもありがとうございました。 
 それでは、資料２－１、２－２、資料３について、ご意見等がありましたらお願いしたいと思いま
す。今回は第１回目の部会ですので、自由にご議論いただければと思います。今後の議論の方向性と
なりますので、よろしくお願いいたします。どこからでも結構です。挙手をお願いします。 
 
【安井委員】 これまで東京都にはあまりかかわってこなかったものですから、少し質問申し上げた
いと思います。 
 きょうの論点整理をどういうスタンスから議論したらいいのかというところについて、教えていた
だきたいと思います。今の細田委員のお話もそのとおりだと思いますが、今回の話も、上位に国の方
針があって、下位には一部事務組合とか区があるわけです。そういう、ある意味で、４つくらいのレ
イヤーの上の上から２番目というところにある都が、その上位あるいは下位の２つに対して、どうい
うスタンスをとって我々はものを言えばいいのでしょうか。そのあたりが少し具体的ではないような
気がして、少し迷うところです。というのは、例えば、一部事務組合は一部事務組合で、清掃工場は
これから10年間くらいで５つくらい建て直さなければいけないですよね。もっとかな。６つくらいか
な。そういうような状況のときに、そういう方針に、例えばここで何かを決めたことがどのような経
路をとって反映されるのか。あるいは、ここ５年間で、東京都23区の、例えばさっき言った容リその
他プラは、今、23区は12対11に分かれていると思います。そういうようなことを、東京都としてどの
ように是正しろと言えるのか、言えないのか。そのような具体的なことを考えていくと、東京都は、
中間レイヤーに一体何を言うべきなのかというところは、私にとってはあまりクリアではないという
ことです。 
 
【小泉部会長】 どうもありがとうございました。 
 その点について何かございますか。事務局、お願いします。 
 
【資源循環推進課長】 法律上の位置付けから申し上げますと、東京都が区市町村の廃棄物行政に関
して、あれをしろ、これをしろと指示することは、今の法律では権限がありません。例えば、東京都
が今回の答申をいただいて、我々の行政計画で、23区のごみの集め方や清掃工場の建て方について、
こうしなければいけないという言い方はできません。ただし、東京都のほかの区市町村――全国のほ
かの市区町村でもよろしいのですが、例えばこういう考え方ができるのではないですかという提案は
可能だと思います。あとはまとめ方の問題かなという部分もありますので、その辺はあまり気にせず
に議論していただいて構わないと思います。 
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【安井委員】 むしろ、気にしたほうがいいところを教えていただきたいと思います。こういうとこ
ろがピンポイントであるとか。 
 
【資源循環推進課長】 具体的に申しますと、東京都が都道府県業務として権限を持っているのは産
業廃棄物の許認可などの部分です。それから、一般廃棄物は、収集から処分までの所管は区市町村に
なりますので、例えば、ごみの分別について、東京都内はこうしなければいけないということはでき
ません。ただし、例えば資源の扱い方として、こういうやり方をすれば、物質循環的であるとか、リ
サイクルの良いシステムができますという提案はできると思います。そのシステムに乗るかどうかは
それぞれの区市町村が決めるものですが、そのモデルのようなものの提案は可能かと思います。 
 
【安井委員】 一組は？ 
 
【資源循環推進課長】 一組も同じです。一組も区市町村と同じ立場ですので、我々から、こうしな
さい、ああしなさいと言うことはできません。ただし、こういうやり方がありますよと提示すること
は可能です。それを採択するかどうかは一部事務組合の判断になります。 
 
【調整担当参事】 基本的には、今、課長が言ったとおりですが、都として、一部事務組合あるいは
三多摩の地域に、技術支援という形で行っております。最近では、一部事務組合の一般廃棄物基本計
画の策定において、東京都も委員として参加させていただいて、そこで、都の基本計画の内容に沿っ
た形で意見を申し上げて、一組あるいは多摩の基本計画の中にも反映させていくという形です。直接
的にはなかなか難しいところがありますが、そういう形で行っているところでございます。 
 多摩につきましても、清掃工場の建て替えなどが出てきますので、そういう中で、技術支援の形で、
高効率発電などの意見、助言をさせていただいているところでございます。 
 話は変わりますが、前々回、都の一般廃棄物基本計画の中でサーマルリサイクルの話が出ました。
このサーマルリサイクルの基本的な考え方を都が決めて、それを受けて一部事務組合がサーマルリサ
イクルを実施していったという経緯がございます。 
 
【小泉部会長】 今お話がありましたサーマルリサイクルにつきましては、５年以上前ですが、この
部会で、このメンバーの多くの方もご参加いただいたと思いますが、廃プラを焼却不敵物から埋立不
敵物ですか、それを行って、サーマルリサイクルしようという方針をこの部会で立てて、その後、半
年くらいしてからでしょうか、国自体もサーマルリサイクルの方針が出たということもありますので、
恐らく、東京都のこの部会で、あるいは、審議会で決まっていく内容のものはかなり影響力があろう
かと思いますので、ぜひ皆様方のいろいろなお知恵を拝借したいと思います。 
 
【黒川委員】 具体期的な事情をよく知らないので教えていただきたいと思いますが、例えば建設廃
棄物というか、いろいろと大量のものが東京都では出てくると思います。それを資源として使いたい
と思う側というか、処理してから使うのかもしれないけれども、そのままその資源を使いたいと思う
人がいる間の情報というは、どう伝わっているのでしょうか。 
 建設省系の外郭団体に建設情報センターというところが、コリンズとかテクリスとかいうシステム
を持っていて、そこでどこで廃棄物が出て、それをどう利用するかということはされています。それ
がどのくらい活用されているのか、僕はよくわかっていませんけど、東京都の中で、ある建物が壊さ
れて廃棄物が幾つか出てくる、それをそのまま別の建設現場で土壌として使いたいと思うことがわか
るようなシステムに既になっていますか。それがわかると、どこで発生していて、いつごろ出てきて、
だれがどう利用したいと思っているのかということがわかる。 
 同じようなことは下水道の分野でも言えて、いろいろなところで特定下水というものがあって、水
の処理をされたものの一定量がビルの中にありますが、そのすぐそばで使いたいと思っている人がい
ても全然距離が遠くて、ネットワークもされていないので、なかなか使えないということが起こって
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います。東京都では、下水道のほうの水に関しては、マップをつくろうかということを議論されてい
ると思いますが、こちら側のマテリアルのほうは、そういうシステムがうまくできているのかどうか。
こういうものは広域で行うことですが、東京都でやることなのか、首都圏なり八都県市か何かで考え
るべきことなのか、国が担うようなことなのか。たぶん、個別の区市町村では無理であることはわか
るので、やや広域性のところで、本来、東京都が行うべき場所のようなものがあるのではないかとい
う気もしますが、よくわかっていないので事情を教えてください。 
 
【小泉部会長】 いかがでしょうか。よろしくお願いします。 
 
【産業廃棄物対策課長】 今、先生がおっしゃいましたように、建設副産物は、国の外郭団体で行っ
ております建設副産物の情報システムがあります。特定５品目の副産物を排出する工事については、
登録が義務付けられております。 
 そのほか、都庁内の各局ですが、建設発生土の情報交換会がありまして、先生が今おっしゃいまし
た、この現場からこの現場というような情報交換のシステムができております。 
 
【黒川委員】 それは、インターネット上で見られるものですか。 
 
【産業廃棄物対策課長】 そこまで公表されているか、今、詳細はわかりませんが、都庁の各局間で
は、そういう情報は共有されております。 
 
【黒川委員】 できるだけ行政分野でＩＣＴの活用をしてほしいということが、また別のところから
の要請になっていると思いますが、そういうシステムを上手に組んでいって、だれもが――こうしな
さい、ああしなさいではなくて、そういう中で情報が行き渡るようなメカニズムができていればと思
います。 
 
【廃棄物対策部長】 民間ベースで流れているような情報のネットワークと、それが不十分な場合に
は、東京都のほうでサポートするような枠組みをというようなご指摘ですので、検討いたします。 
 
【小泉部会長】 よろしくお願いします。 
 
【上田委員】 全く同感で、黒川委員が言うとおりだと思います。 
 先ほど、細田委員がおっしゃった、いまや日本全体で考えるべきだということは、全くそのとおり
だと思います。さらに、世界で考えるべきだというのが私の持論ですが、残土にしても、東京都だけ
で考えてもだめです。汚泥になると廃棄物になるので、都内を越えては処理できないという問題もあ
ります。その汚泥を残土に変えれば越えられるわけですが、その技術は、私ども古紙業界では持って
おりますが、残念ながら、それが全国では活用できていないのが実態です。 
 少し長くなりますが、汚泥を、紙と多少の中性の薬品で処理すると、前回の全体会議で申しました
が、中性で植物の植生があると。これは公園の埋立造成にもできる。あるいは、セメントをほんの少
し混ぜるだけで河川の造成といいましょうか、そういうものにも使える。もちろん、道路にも、これ
は残土としてできますから、日本中どこへでも持っていける。こういうものでできるわけですが、さ
らに進んで、先ほど言いました中性のものに肥料を少し混ぜますと、大変有効な肥料を持った培養土
になる。これは園芸にも使えますし、実際に農家でも使えます。これは現在、汚泥が足りなくて、汚
泥待ちという地域もあります。 
 なぜそうなるかというと、汚泥は地域を越えて持っていけないからです。しかし、需要は地方にあ
るわけです。ところが、そこでは発生が少ない。こういう問題があります。ですけれども、汚泥が多
く出るところで、それを残土に変えて商品にすると、日本中どこでも、外国へでも持っていけるもの
に変わります。さらに、一番多い建設残土、汚泥、これと、古紙が今500万トン近くが使い切れない
で輸出されています。多いものと多いもの、マイナス部分をくっつけるとプラスのものになる。しか
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も、扱いやすいものになり、法律的に地域を越えられないという問題が解決できます。現在、古紙業
界では、北海道から沖縄まで、そういう活動を行って、残念ながら、地域で地域のものを使うという
ことで、まだあまり進んでいません。ただし、残土にした場合は越境できるという問題があります。 
 古紙だけであれば、それをシイタケの培養地にしたり、農業関係の敷きわらの代わりにするなど、
こういうことで、土から発生した植物を一回使ってまた土に戻すということをしております。 
 そういうわけで、私が言いたいのは、需要と供給をくっつける、情報としてくっつける、これは日
本全体でしなければならない。発生がこれだけありますよ、こういうものがありますよ、欲しい人は
どういう人がいますか、その需要と供給がネットで結ばれれば、むだなくうまくできるのではないか
と思いますので、これをぜひ東京都主導で、ネット上でそれが結びつくようにお願いできればと思う
ことが１点です。 
 あと、都で一番量が多い汚泥にまず絞っていただいて、その汚泥を残土に変える。簡単ですので、
その施設をぜひ、テストプラントで結構ですから、空いている土地で、わずかな出費でできますので、
ぜひそれをつくっていただいて、汚泥を受け入れて、できた残土もしくは肥料となる培養土、これを
日本全国に発信できるというもののテストをぜひお願いしたいと思います。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した。 
 ご意見を伺っておくということでよろしいですか。 
 
【上田委員】 はい。 
 
【小泉部会長】 では、崎田委員、どうぞ。 
 
【崎田委員】 今、３つくらいポイントをお話ししたいことがあります。 
 まず１番目は、今、情報をつなぐことの大切さの中で、下水道汚泥などの話が出ました。そのとき
に、情報をつなぐだけではなくて、これから施策をつないでどのように持っていくかということも検
討課題として重要だと感じました。どういうことかといいますと、例えば下水道汚泥の場合、国交省
で下水道の将来像を考えるようなところにも参加し続けてきていますが、今、循環の道をということ
で、まずバイオガス活用をすることとか、その次に資源をきちんとエネルギー活用もするとか、逆に、
エネルギーではない今の肥料や新しい資源にするとか、リンの活用など、いろいろなところで一回き
ちんと使うことも重要課題になっていますので、そういういろいろな分野の、廃棄物分野、エネルギ
ー分野、いろいろな資源活用など多様なところで、まず一度、都市全体のことを考えながらそういう
ことを検討していく視点もこれからは重要なのではないかと感じています。 
 次の視点として、先ほど、安井先生から、都ではどういう視点が言えることで、言えないことかと
いうお話があった中で、私は、実は、23区の一般廃棄物の減量等の審議会にかかわらせていただくこ
とが大変多くて、そういう中で感じていることから言いますと、ある程度、全体の、今、それぞれの
区が、独自にやりながら、ほかの区はどういうふうな決定をされているのかということを、一生懸命
に見ながらといいますか、そういう形で今、今後の政策を検討しているところがあります。少し方向
をうまく提案するような情報がこういうところから発信できるといいのではないかと感じていること
が大変多いです。 
 その中で、具体的にどういうことかというといいますと、今、３つあると思ったのですが、一つは、
例えば発生抑制とかごみ減量を徹底するときに、家庭ごみ有料化施策というものがありますけれども、
23区はまだどこも取り入れていません。ただ、どこの区も、政策の中で必ず検討の中に入っているの
ですが、とにかく自分たちの区だけでは難しいので、ほかの区の様子を検討しながらということで必
ず文言はとどまるという感じになっています。 
 ただし、幾つかの区の中では、本気で減量したときに、清掃工場の改築計画をストップして、全体
の数を少し抑えていくようなことにもつながるのか、そういう全体とのつながりで減量に本気になっ
ていくような流れをつくっていかないといけないのではないかという意見が出るようになってきまし
たので、そういう全体的なことも方向性として考えていくことが大事ではないかと思っています。 
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 有料化の次に、プラスチックのリサイクルの方法に関しては、市民目線から言って、区によってや
り方が違うことが、今、情報的に混乱しているという印象を生活者に与えているという感じです。例
えば資源化するときに、どうやって分けてくださいという決め方に関して、どういうやり方が23区の
場合は多いのか、あるいは、どういうことが状況的にはいいのかというあたりの情報を、ある程度出
すことも必要ではないかと感じています。 
 もう１点は生ごみのリサイクルです。容器包装リサイクルが進んでいくと、生ごみが大変重要な課
題であるとどこの地域でも思っていますけれども、これだけの大都市圏ではなかなか難しいというこ
とで必ず文章がとどまっているという感じです。それで、例えばスーパーエコタウンのいろいろな施
設のバイオガスになるようなところでどのくらい受入れができるのか、ほかのいろいろな選択肢に関
して、国のいろいろなやり方だと、飼料化、肥料化、バイオガス化などいろいろなエネルギー利用と
いう流れがありますが、こういう東京という大都市ではどういう方法がいいのかということを、少し
方向を見せていくという提案も大事ではないかと思っております。 
 少し長くなりましたが、また全く別の視点でもう一つ。今回、いろいろ拝見していて、まず私たち
が物を大事にする社会をつくっていくということを大消費地として発信することが大変重要であると
感じました。いわゆるものづくり、あるいは、売る方と消費者がきちんとつながっていきながら、物
を大切にするというところにもきちんと発信することが大事だと感じております。特に、今、消費者
へいろいろなアンケートをすると、リサイクルや、ここのところ、協議会づくりが進んでいるレジ袋
削減に関しては感心度が高いのですが、リユースや再生品使用に関しては感心度が10％とか、非常に
落差が広い状況が出てきております。特に、リユースなどに関して、情報発信だけではなくて、そう
いうことをお店などと連携して幾つかモデル的に進めていくくらいの勢いの方向を提案するとか、何
かその辺の大きな提案が必要なのではないかと感じております。よろしくお願いいたします。 
 
【小泉部会長】 貴重なご意見をどうもありがとうございました。特に下水汚泥については、産廃で
相当な量を占めておりますので大変な問題ですし、一廃のほうのお話もいろいろありました。 
 この点について、事務局からお願いします。 
 
【調整担当参事】 下水汚泥について、少しお話しさせていただきます。 
 下水道局も、下水汚泥の焼却に伴って、温暖化ガスとしてＣＯ2、さらに重要なのがＣＯ2の310倍
というＮ2Ｏ（一酸化窒素）で、この温暖化効果ガスの対策として、下水も今非常に頭を痛めており
ます。先日、下水道局と私ども環境局、清掃一部事務組合、この辺の技術屋が意見交換会をしようと
いう動きも入ってきたところでございます。 
 今、下水はどういう形で取り組んでいるかといいますと、下水汚泥を炭化し、炭化物を東京電力に
持っていって、燃料として、カロリー的にはかなり低いのですが、そういう資源として活用する形や、
あるいは、Ｎ2Ｏの発生抑制、削減するために850℃以上で、高温焼却するなど検討をしているところ
です。そういう中で、下水汚泥を清掃工場で燃やすことができないのかどうかとか、意見交換会とい
いますか、勉強会のようなものを最近少し始めたところでございます。 
 以上です。 
 
【一般廃棄物対策課長】 一廃関係について現状等をご報告させていただきます。 
 容器包装リサイクルへの各区の取組、あるいは有料化はまだ一区も実施していませんが、生ごみコ
ンポストの取組など、それぞれ各区で考えながら取り組んでいるところです。各区の清掃関係の課長
会や部長会の会合に、私どももオブザーバーとして参加させていただいております。適宜、先ほど申
しましたような技術的支援等をさせていただいているところです。 
 最近、特に清掃事業が区移管後は、各区の清掃事業の取組も、各区横にらみで見ながら、なおかつ
少しでも独自のことをしようという動きが強いこともありまして、なかなかまとまった取組ができな
い事情がありますが、今後とも、そのような会議等にも参加して、こういう場でのご意見もご紹介さ
せていただきながら対応していきたいと思います。 
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【小泉部会長】 生ごみの話は、私もずっと懸案事項だと思っていますが、その辺は何かコメントが
ありますか。 
 
【廃棄物対策部長】 生ごみは最後の関門のように思っております。説明の中でバイオエナジーなど
がありましたが、そうした中で、最後の受け皿的な部分で、東京都もこういった施設を誘導して生ご
みリサイクルに取り組んでおります。バイオエナジーと、その前の飼料化の部分でアルフォという会
社もあります。容量的にもまだ６割、７割くらいのレベルですが、こういう施設があることを周知さ
せていただいて、生ごみリサイクルの取組の方向性を見させていただきたいと思っております。 
 こうした施設が方々にできればかなり進んでまいりますので。難しい部分がありますが、できるこ
とから進めていきたいと考えております。 
 
【小泉部会長】 どうもありがとうございました。 
 お願いします。 
 
【安井委員】 先ほど大体のスタンスがわかりました。今、崎田委員がおっしゃっておられた区の審
議会レベルで、私も目黒区の審議会会長ですのでいろいろとありますが、やはり本当にそこの委員あ
たりに対して、きちんとした情報が伝わっていないものですから大変苦労していて、私が一人でしゃ
べっているようなところもあります。そういうところを考えると、確かに地球レベルも重要ですが、
区民なら区民が本当に需要できるような施策として、こんなものもあるといったアイデアを出してい
くことが重要ではないかというような、少し地面にへばりついたような発言ですが、そんな気がいた
します。 
 例えば、今の生ごみも、本当のことを言うと、バイオガスに行く前に一番しなければいけないこと
は水切りから始めなければいけませんよね。そこができると、その次くらいか、最後の最後がバイオ
ガスみたいな感じがします。また、先ほどの一組の清掃工場の更新のお話などに関しても、区民とし
て一体何をしたら、ある地域の清掃工場の建て替えを受容できるのか、それには、何と何と何を一般
区民にしてもらった上で、それをそこの地域にのんでもらおうみたいな発想がないとやっていけなく
なる。そうなると、例えば、リサイクルは進んだけど、先ほど崎田委員のお話にもありましたが、リ
ユース的な概念がまだないですよね。というか、昔はあったけど、むしろなくなってきている。 
 それがもう少し有効利用できて――今だと、容器包装のプラは別だけど、そうでないものは何でも
燃やしてしまえということで、資源的価値はどっちが高いかよくわからないという状態ですから、そ
の辺を含めて、例えば、リユース的リサイクルと我々は言っていますが、例えばペットボトルもペッ
トボトルに戻すような、今、ケミカルではできますが、それをもう少しマテリアルレベルでも今アメ
リカでは始めていますよね。ですから、ペットボトルを、メカニカルリサイクルと呼ばれていますが、
ポリッシュアップしてきれいにして、再度ペットボトルにするようなことまで行われていて、そうい
うことを国にもっと検討するように話すとか、そういうことになってくると、市民も少し、やってい
ることが効果として見えてくるというか、今、先ほどの杉並区ではないけど、あれだけお金をかけて
集めたものがほとんど中国に流れているというバカみたいな状況になっていて、これは市民感情的に
許しがたい部分があるわけです。そのようなことを、いろいろな情報を含めて、社会的な重要性を高
める、市民にきちんと理解してもらうにはこういう情報が必要であるというようなことを、こういう
ところはしっかりと詰めていかなければいけないのかなと、先ほど質問させていただいた結果、思い
ました。 
 
【小泉部会長】 貴重なご意見をありがとうございました。 
 では、高橋委員、お願いします。 
 
【高橋委員】 一般廃棄物で、生ごみが最後の砦であるという話がありましたが、建設業では、先ほ
ど上田委員からありましたが、建設汚泥についてご質問したいと思います。 
 国交省のデータや東京都のデータを見ても、建設汚泥が少なくなってきていますが、最終処分量と
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いいますか、縮減率、再生資源率をどのようにカウントされているのか。実は、国交省のデータや、
あるいは、我々建設業の仲間で今データを取ろうとしていますか、かなり差があるように思います。
つまり、実際にどのように中間処理されているのか、縮減率や削減率、再資源化率、その辺のカウン
トの仕方をお聞きしたいと思います。 
 建設汚泥については、東京都でも建設汚泥を「建設泥土」と呼んだり、そういう苦労をされている
と思いますが、我々もこれが悩みで、何とかそういう方法を考えたいと思っています。 
 もう一つ質問ですが、これから低炭素社会に入るということで、温室効果ガスの削減効果の見える
化の検討という言葉がありますが、１年くらい前でしょうか、八王子の戸吹清掃工場へ見学に行きま
したところ、あそこでは廃食油を利用してバイオガソリンを経由の代わりに使って、それで清掃車を
１台か２台でしたが、削減に貢献しているという話がありました。この辺の、いわゆる廃棄物になる
廃食油をＢＤＦに変えていく、両方の効果があるわけですが、この辺に、先ほど資料の中ではバイオ
マスの話もありましたが、何か計画がありましたらお願いしたいと思います。 
 以上です。 
 
【小泉部会長】 どうもありがとうございました。 
 では、事務局、よろしくお願いします。 
 
【資源循環推進課長】 汚泥に関しては、実は、産業廃棄物と一般廃棄物の都内全体の排出量や資源
化量というのは、算出の仕方が少し違っています。一般廃棄物は、各区市町村がそれぞれ計量してい
るので実量で出てきますが、産業廃棄物は、上下水道については東京都の水道局、下水道局が実際に
測定しているので実量で出ます。問題は建設工事から出てくるものですが、これは、簡単に申し上げ
ますと、アンケートを取って、例えば、各工事当たりどれくらいの量が出るかを推測して、原単位を
求めて、それに工事高を掛けているような形で、あくまでも推測の域を出ない状況です。 
 ある意味で、かなり幅がありますが、実際、国の出し方や他の道府県の算出の仕方もほぼそれにな
らっておりまして、トレンドとしては、多少上下するかもしれませんが、大体推定できる範囲内にお
さまっているのではないかと考えております。実は、産廃の量の把握については、ほかにも課題があ
りまして、国でも検討委員会などを開いております。これからも改良の余地があるのかなということ
で、高橋委員からも何かご提案があれば、ぜひともお願いできればと思っております。 
 
【高橋委員】 現場から出たものが中間処理場に行って、そこで縮減とかされますよね。水を抜いた
り。その率。再資源化率と言うんですか。それが終わって、ある程度最終処分されると思いますが、
この辺の率がわからないんです。処理場といいますか、中間処理場の機械的な能力もあると思います
が、その辺が知りたいと思っています。 
 
【資源循環推進課長】 この辺は、実際のところ、事業者からの報告に頼っているのが現状です。東
京都が行って実際に計量しているわけではないので、量の把握の仕方も今後は改良するなり、より実
際に近づけていくアプローチの仕方を考える必要があるのかなと思っておりますが、今のところ妙案
がございませんので、現状の調査をベースに考えざるを得ないと思います。ただ、トレンドとしては、
建設リサイクル法の施行以降、ガイドラインが整備されたこともありまして、かなりリサイクルに流
れているのかなという傾向はつかめている感じです。 
 廃食油ですが、データ的に言いますと、産業用の廃食油は、100％に近いくらい、いろいろな形で
再利用あるいはＢＤＦに回されたりしております。家庭用も、一部区市町村、一部処理業者が独自に
回収を行うなど、活動がかなり広がってきているのかなと。東京都独自に何か事業を立てているわけ
ではありませんが、区市町村の動きを、技術的な支援も含めて進めていくというのが今のところの考
え方でございます。 
 
【廃棄物対策部長】 補足させていただきますと、ＢＤＦ燃料につきましては、都バスに入れて１～
２年実験していました。今、バス自体も低公害、低燃費の部分ができて高度な機構になっておりまし
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て、目詰まりや、油が固まってしまって悪さをするようなところもございました。しっかりと精査し
た上でないと、ＢＤＦについても全面的に大きく取り上げるようなレベルには進んでいないのかなと
思っております。 
 
【小泉部会長】 江尻委員、お願いします。 
 
【江尻委員】 東京都に来まして廃棄物の話をすると、23区の話ばかりで、多摩地域から来ている者
としては、身の狭くなるような思いと、どうしたらいいんだろうかというところで、おろおろしなが
ら、また多摩に戻っていくようなことで、きょうもまさにそんなことで、どうしたらいいのかなと思
いながらお話を伺っていました。 
 多摩地域の現状の中で今大きな問題になっているのは、焼却場の建替え問題です。これがこれから
どんどん進んでいく中で、多摩地域に住んでいる市民たちは、いつ私たちの住んでいるところの焼却
場がなくなってしまうのだろうか、もしくはどこかに助けてもらえるのだろうか、助けてもらうため
には高いお金を払わなければいけないのだろうかというようなあたりのことが非常に不安になってい
るという部分があります。 
 これは、例えば一組であるとか、市町村であるとかの個別の問題であると言えばそこで終わってし
まいますが、私が思うのは、新しい焼却の仕組みや焼却場のプラントなど、そうしたことが、今、立
川でも新しい実験を始めているようですが、市民の中に情報がなかなかないために、みんなただひた
すら不安になってしまって、家の近くに立てられなければいいなというところで終わってしまうとい
うのが現状の中にあります。 
 私は、焼却場の建替えに関しては、もっと東京都に入っていただきたいと思っています。入りにく
いだろうと思いますが、もっと入っていただきたいと思っています。これは第三者が入らないとにっ
ちもさっちもいかない状況になるということが、これから必ず起こってくるだろうと思います。その
意味で、焼却場を建て替えるのか、それとも新しいプラントにするのかも含めて、検討していただく
ような仕組みをぜひつくってもらいたいと思っています。 
 もう１点は、多摩地域は、東京都に清掃局がある時分から、自分たちで独自にごみの焼却をしたり、
リサイクルしていかなければいけないという思いが非常に強かったと自治体から聞いております。そ
んなこともあるものですから、リサイクルの施策もだいぶ進んでいます。多摩地域で今、私が非常に
怖いと思っているのは、焼却灰がエコセメントになったということが大きな解決策になってしまって、
ごみの問題はもう解決したと言っている自治体や市民が増えている状況があります。ごみはまだまだ
減らしていかなければいけないこともありますし、リサイクルも進めていかなければいけないという
現状がありますが、もう既に施策の中で、各自治体が、ごみに関すること、廃棄物に関することはだ
んだん下位のほうに下ろしていっているような現状が出てきていますので、そこをもう一回、表に出
てくる、上に上がらせるようなことで、例えば市民がもう少しがんばって一緒にできるような施策を
組んでいくとか、清掃局の時代に都庁前広場で大きなイベントを開いたりしていましたが、あのよう
な全都的な盛り上がったようなものをもう一度やっていくとか、そうしたことで、まだまだごみの問
題は解決していないということを、都が発信していくことが多摩地域の市民、都民にとっても重要に
なってくるのかなと思います。 
 長くなりますが、もう１点だけ言わせていただきますと、多摩地域では今、有料化が進んでいます。
恐らく、このままで行くと、首長が、うちはやらないというところ以外は全部が有料化になっていく
だろうと思っています。これも今、袋の値段の見直しとか、啓発の仕方なども含めて、だんだんと変
化が起こってきています。これは、多摩地域が先行して東京都の中でやってきましたので、ここの情
報を23区のほうにもっと伝えていく必要があるだろうと思います。言ってしまえば、東京都のモデル
のようなところにでも位置付けて、23区のほうにもっとどんどんお伝えしていくことが、同じ都民と
してやっていくべきことではないかと思っていますので、有料化に関しての情報交換のようなことも
ぜひ進めていただければと思っています。 
 以上です。 
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【小泉部会長】 どうもありがとうございます。 
 私も多摩地域に住んでいるものですから、そのご意見は本当によく理解できます。廃プラの中間処
理施設ですらなかなか建設が難しい。おっしゃるように、焼却処理施設の建替えとなれば、またさら
に大変だと思います。 
 事務局から何かご発言ありますか。 
 
【一般廃棄物対策課長】 私は一般廃棄物対策課長という役職ですが、日常的な仕事で占める割合で
言うと、多摩地域の関係が９割方かなという気がしております。先ほど、個別の自治体名は出ません
でしたが、多摩地域で、ある市が、自前の清掃工場で処理できずに各市にお願いしている状況があっ
て、今日現在もまだ結論が出ていませんが、これについても危機的な状況にある中で、昨年の今ごろ
から、東京都があっせんに入りまして、各市と協議等をさせていただいております。表面に出ていな
い部分もありますが、いろいろ調整させていただいて、技術的支援等をさせていただいております。
先ほど少しお話に出ましたが、立川で行っている実験等も、良いものかどうかはまだ結論が難しいと
思いますが、私どももいろいろと関与させていただいているところです。 
 それから、多摩地域はリサイクルが進んでいる中で、市民の方々のリサイクル意識が多少緩んでい
るのではないかというご指摘がございました。確かに、以前、東京都が清掃事業を担っていた時代、
あのころは埋立地も逼迫して危機的状況があった中で、東京スリムとか、東京ドームを借り切ってイ
ベントを行うなど、全都的なキャンペーン等、実施してきました。そのころと比べますと、今は確か
に、都が清掃事業から離れたこともあって直接携わることはないですが、多摩地域や区部でいろいろ
と市民団体等の方が開催していただいている討論会などにはできる限り、私どもも参加させていただ
いて、情報交換等をさせていただいております。 
 また、有料化ですが、確かに多摩地域では有料化が進んでおります。区部は、先ほど話が出ました
が、まだなかなか踏み切れないところがあります。そのような情報も、私ども、きちんと集約できる
立場にありますので、各区に支援という形で提供して、情報交換というか、これは多摩から23区への
一方的な情報の提供という形になりますが、東京都もお手伝いさせていただきたいと考えております。 
 
【小泉部会長】 どうもありがとうございました。 
 それでは、勝浦委員、杉山委員、辰巳委員、松野委員の順番でお願いします。 
 
【勝浦委員】 幾つか感じていることがあります。まず、先ほど、リユースがあまり進んでいないの
ではないかという発言がどなたかからありましたが、我々はプラスチック業界ですけど、プラスチッ
ク容器については、かなりの商品でリユースが進んでいると思っております。ただ、逆に、見た目が
変わってしまうと消費者が買ってくれないということもあって、見た目はなるべくわからないように、
肉を薄くするとかいう努力は随分していると思っています。ただ、これで十分かと言われると、まだ
まだで、特に総量で見ると、必ずしも目に見えて減っているということにはなっていないので、この
あたりはまださらに取り組む必要があるだろうと思っております。 
 ただ、このごろは、少子高齢化したり、世帯数が小さくなっていくということで、従来であれば１
キロ入りだったものが500グラムになるとか、250グラムになるとか、どんどん小さな包装が増えてい
るということで、中身に対しての包装の量がかえって増えているという実態もあることはご理解いた
だきたいと思います。 
 それから、東京都でできること、できないことということに絡みますが、今、焼却場とか、こうい
うものは全部、いわゆる自治体単位で基本的には設置しているわけですね。そうすると、小さなスケ
ールの焼却場が数多くできてしまうということで、どうしても熱効率もあまり上がらないということ
があるので、こういうものはもう少しスケールメリットを狙って、熱効率を上げることも一方では考
えていく必要があるのではないかと思っています。 
 そのときに、not in my backyard――うちの隣には来てほしくないということがあるので、こう
いうものはもう少しスケールメリットを狙って、熱効率を上げるということも一方で考えていく必要
があるのではないかと思っております。そのときに、いわゆるnot in my backyardということは当
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然あるわけですが、これは、逆に、例えば地域冷暖房等をうまくやって、この焼却場の周囲何キロは
ただで冷暖房に使えるようになるということがあれば、逆に、うちの隣に来てもいいよと。もちろん、
生ごみのトラックが通ったりすることをどのようにうまく制限するかということはあると思いますが、
何か工夫をしていけば、もう少しやり方があるのかなと思います。 
 こういうことを実施してＣＯ2を削減することを考えていかないと、小規模な焼却場をどんどん建
て直していくのでは、いつまでたってもあまり効率が上がらないのではないかと感じております。 
 それと、大きな資料の上のほうにあります「資源の循環利用」について、リユース、マテリアルリ
サイクル、サーマルリサイクルの順を優先順位としてというのは、確かにこれがいいことだとは思い
ますが、いわゆる定義がなくてこういうことを言うと、例えばマテリアルリサイクルは、特に容器包
装のプラスチックなどの場合、必ずしもマテリアルとは言い難いような、例えば擬木に使われている
とか、そのようなものが本当にマテリアルリサイクルかということを考えないと、単にマテリアルリ
サイクルだから優先という世の中になっているような感じがしますので、ここはもう少し、「基本」
と書いてあることはありますが、どうしてもこれが絶対の真理のようになってしまうので、ここはマ
テリアルリサイクルの定義をはっきりさせるとか、ＣＯ2削減効果や他の要因をうまく反映させるこ
とを付記していただいてこういうことを書いていただかないと、だんだんこれが憲法のようになって
しまうことを恐ろしく感じております。 
 ほかにも幾つかありますが、時間がありませんので。 
 
【小泉部会長】 貴重なご意見、ありがとうございました。 
 それでは、杉山委員、お願いします。 
 
【杉山委員】 ３点申し上げたいと思います。 
 １点目は質問です。産業廃棄物の管理というと、やはりマニフェストが中心になってくると思いま
すが、マニフェストの１年間の交付状況を都道府県に提出するということが６月30日まででしたか、
昨年度からでしたか始まりましたが、それが東京都の場合はどのくらいの提出率というか、把握され
ているのかどうか。それを、例えば提出しない事業者に対して、どういう事業者に対する指導をして
いらっしゃるのかという話を１点目にお聞きしたいと思います。 
 ２点目ですが、産業廃棄物については、多量排出事業者に対して処理計画、減量計画を提出しなさ
いということが廃棄物処理法の中で決まっていますが、一般廃棄物と事業系ごみについても、各区市
町村でそれぞれの条例で、多量排出事業者に対して計画を提出してもらったり、いろいろな指導をし
ていらっしゃるという事例が多いと思います。そういう減量計画、そういう制度と、今度４月から都
で、日本で一番早く導入されるというキャップアンドトレードで地球温暖化対策をしていかれるとい
うことで話題にもなっている施策だと思いますが、そういうものに廃棄物と低炭素社会、循環型社会
というつながりを考えると、そういう廃棄物の減量が、そういうキャップアンドトレードのほうにも
何か反映できるような形になっていくと、実際の施策として、循環型社会と低炭素社会のつながりの
ようなことにもなるといいなという期待も込めてですが、何かそういうことをお考えなのか。あるい
は、こういうことは最初から無理なのか。もし、何かご意見等がありましたら伺いたいと思います。 
 ３点目は、既に各委員からお話がありましたことで、私も各委員のお話には共感することが多かっ
たのですが、やはり東京都下の区市町村、23区も、多摩地域も、それぞれの共通に持っている課題と
いうか、みんなが悩んでいること、困っていることをどうしたらいいのかなということが、幾つかも
う既に皆さんの頭の中にもあると思いますが、そういうことについて、この処理計画の策定というこ
の場がいいのかどうかわかりませんが、何か共通で検討できるような場が設定されると、それはそれ
で各市区町村の政策を進める上でも重要なことになるのではないかと思います。これも将来への期待
を込めて意見を言わせていただきます。 
 以上です。 
 
【小泉部会長】 どうもありがとうございました。 
 今、２点のご質問がありましたが、その点についていかがでしょうか。 
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【産業廃棄物対策課長】 １点目にいただきました産業廃棄物のマニフェストですが、平成20年度か
らこれが義務化されました。20年度の東京都における実績は、約４万9,000件ございます。これに対
する罰則は、規定がありますが、今、詳細を持ち合わせておらず、すみません。 
 
【資源循環推進課長】 ２番目の多量排出者の報告制度とキャップアンドトレードとの関係ですが、
実は、東京都の環境関係でも、ほかに、自動車利用者計画書制度――自動車を200台以上持っている
ところは報告を出して、低公害車に誘導する制度や、建築環境計画書制度といって、マンションや高
層ビルを建てるときには、できるだけ環境に配慮しなさいというような幾つかの制度があります。ま
だ、廃棄物とそれらのいろいろな計画書を出させる制度との関連については、今のところは具体的な
ものは上がってきていません。 
 ただし、今回、例えばキャップアンドトレードに関して言えば、来月１日から実際に運用が始まる
こともあって、今、スタートしたところなのでそこまで手が回らないという内部事情もありますが、
何年後になるかわかりませんけど、あれはたしか５年後の契約なのか、次に出すときに、新しい計画、
制度にローリングさせて、次に出させるときが来ます。そのときまでに、例えば廃棄物サイドとして
こういうことが考えられるのではないかという提案をして、制度を、より良い方向に改善していくこ
とは可能です。来年、再来年という話は無理かと思いますが、ゆくゆくは、いろいろなところの絡み
といいますか、今回も、ＣＯ2とリサイクルの関係を明らかにできれば、それをどのように反映させ
たらいいかという、いわゆる制度の構築までも持っていかないと、成果が得られないと思いますので、
ぜひともその辺を少し検討するためのお考えを部会の中でいただければと思っております。 
 それから、23区全体で共通の検討事項に関しては、主管の部長会なり課長会なりでテーマを決めて、
現在でもいろいろ検討は行っております。先ほど、一廃課長がご説明しましたが、この場でオブザー
バーとして呼ばれる者もおりますし、区市町村固有の課題ということで東京都が呼ばれない場合もあ
ります。各区市町村さんのお考えで、選択されていると思いますが、我々もできるだけ、そのような
形で技術的な支援を進めていくこともございます。また、どこかの区市町村で困っていることがあれ
ば、ほかの区にも呼びかけて、どうなっていますかということもしていきたいと思っております。 
 今まで東京都も23区については清掃事業を行っていたという経緯もあって、既に10年たってしまい
ましたが、過去のノウハウ等についてご提供できる点がありますし、また、新たな情報があれば提供
していきたいと考えております。 
 
【小泉部会長】 それでは、お待たせしました、辰巳委員、お願いします。 
 
【辰巳委員】 まず、この資料２－２でちょうだいした中に関してですが、「課題の抽出」というと
ころで、緑の枠がついている部分ですが、一番上に書かれている「現行計画からの課題」というとこ
ろで、「廃棄物処理の観点からだけでは限界があるのではないか」というところに私もひかれており
ます。まさに、廃棄物処理の観点からでは限界が思っております。それともう一つ一緒に話したほう
がいいかと思いますのが、１枚目の「現状把握」の「ここ五年間の新たな動き」の中の最後に書かれ
ている「社会の意識の変化」、これは「変化」で止まっているので、変化があったと受け取るものだ
と思いますが、私はまだまだ、意識がそれほど変化していないと思っています。ＣＯ2削減という単
語ばかりがいつものようにマスコミにもたくさん登場するので、そういう意味での意識の変化はある
と思っていますが、廃棄物に関しては、それほど大きな変化があったというようにも思っていません。 
 ですから、この最後のところは、意識を変化させなければいけないと思っております。その変化を
させるというところと、廃棄物処理の観点からだけでは限界があるというところをくっつけて話した
いのですが、まさに、資料３でまとめてくださったところが重要であると思っておりまして、例えば、
何ゆえリサイクルしなければいけないのかというところの「何ゆえ」というところが共通認識できて
いなくて、とにかくリサイクルしなければいけない、あるいは、廃棄物の処理が大変だから減らさな
ければいけないというところからの話のスタートになっているように思いますので、もっとものの上
流をきちんと見ていかなければいけないと考えております。 
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 それで、非常に貴重な天然資源の話等も資料３には書かれていますが、もう少し、例えばエコロジ
カル・フットプリントと言われるものですか、ある金属を１グラム使うのにどのくらいの山を壊さな
ければいけないか、金であればどのようなものかと。そういうふうなこともきちんと知らせてほしい
と思っています。天然資源の採掘現場でどういうことが起こっているかという話なども、見ることに
よってわかるというか、見ないとわからない。もちろん消費者もですが、産業界の方たちも、自分た
ちはとにかく新しいものをつくっていかなければいけないというような発想だけでものごとが行われ
ていますので、新しい資源を調達するための前にはどのようなことが起こっているかを知らせていく
ことが大変重要で、そんなことから考えると、建築などもやはり長寿命化していかなければいけない
という発想にもつながるでしょうし、あるいは、個人の家の話になっても、建替えではなくて、手を
加えながら資源を大事にしていかなければいけないという話にもなるでしょうということで、根本の
ところを、消費者にわかれば事業者もわかると思いますので、やはり消費者にわかるようなきちんと
した説明を、何ゆえにこういうことをしていかなければいけないかというところがスポッと抜けてい
るような気がします。 
 ですから、例えば小物家電を集めましょうと言われると、確かに、集めなければいけないと思って
私たちは出しますけれども、なぜ出さなければいけないのか、なぜ資源が大事なのかというところが、
いつもスポッと抜けるような気がします。そこら辺が、処理の観点からだけではなくて、もっと上流
でどういうことが起こっていて、日本が資源輸入国であるということに限らず、全地球的に大きな問
題が起こっているということを、やはり生態系の問題にも大きくかかわってくるので、うまく説明で
きればいいなと思っております。 
 以上です。意見です。 
 
【小泉部会長】 貴重なご意見をどうもありがとうございました。 
 それでは、松野委員、お願いします。 
 
【松野委員】 いつも委員会ではおとなしく座っているのが美徳だと思って、極力発言しないように
しているのですが、一言だけ。 
 きょうは、諸委員のご発言を聞いておりまして、下水汚泥とか生ごみ、一般プラなど、東京都の長
年の問題であると重々認識している課題をお取り上げいただいたと思っております。ただ、私がここ
に呼ばれているのは、恐らく、資源制約のところにコメントするためにここに呼ばれていると思って
いるのでそこについてコメントしたいのですが、私は１年間、細田先生のもとで統合的な資源循環戦
略の構築というところで、資源戦略のところを取り上げさせていただいて、後押しさせていただいて
おります。今回の、今後の論点とすべきポイントの例というところで、レアメタルのリサイクルを推
進すべきではないか、海外に依存している資源は積極的に国内レベルでリサイクルしていくべきでは
ないかなどの文言を審議会でレベルで取り上げてくださったことを非常にうれしく思っております。
せめてここのところは、今回の新たな課題として認識したということもありますので、この点を末永
く、取り上げていただければと思います。意見です。 
 
【小泉部会長】 どうもありがとうございました。 
 安井委員、お願いします。 
 
【安井委員】 さっきから地面にへばりついたようなことばかり申し上げていたので、少し上のほう
から一言だけ。 
 今月26日に、中長期ロードマップという学校で、25％削減、2050年80％削減のロードマップなどに
も一応参画しているのですが、ああいう視点が国で行われていることを考えると、東京都は恐らく、
気候変動だけではなくて、今のように資源循環云々ということも、視点としては、中期2020、長期20
50という視点を共有したほうがいいのではないかという気もします。 
 そうなると、2050年には廃棄物行政はどうなっているかということを書いてしまってはどうだろう
かという気がします。そのくらいの意気込みで取り組んでいただくことを希望します。 



 20 

 
【小泉部会長】 どうもありがとうございました。 
 そのほかにご意見ございますか。 
 本日は初回ということで、まだまだご意見があろうかと思いますが、時間の関係でそろそろ閉めて
いかなければいけないのですが、何かありましたら、事務局にメールでご意見をお寄せいただくこと
を提案したいと思います。 
 今回の部会は、前回、かなり大きな錦の御旗があったわけですが、今回も何かそうした旗を、どの
ように立てていくのか、特に低炭素化社会、資源循環、そのようなキーワードで進んでいくと思って
おりますが、資源循環にしても、どういうリサイクルは進めるべきで、どういうリサイクルはそこそ
こにしようかとか、そういう判断をする時代がそろそろ来ると思います。その辺まで行けばありがた
いという気持ちはありますが、一応、できることはみんな実施していこうということで取り組んでい
るのではなかろうと思います。新たな展開は、それそれで大事だと思います。 
 あと、大事な点は、先ほど、多摩のお話が出ましたが、23区も同じだと思いますけれども、例えば、
今ある焼却処理施設は徐々に老朽化していくわけですね。その辺の更新といいますか、ようやく今、
歴史的にいろいろな問題があったけれども、皆さんのご努力の成果として、現在、それほど大きな問
題は一見なくなってきたかのように見えていると思います。そういうことで、市民の方々もあまり意
識がなくなってきているというご意見もあったかと思いますが、これを維持することも重要なことで
ありまして、その辺も今後、この部会の中で少し議論できればありがたいと思っております。 
 ですから、現状を維持することも大事なことだと思います。技術力が欠けていけば、またいろいろ
な問題が出てきますし、手を抜いたときに問題が起こってきますので、手を抜くことなく、しっかり
維持する。さらに新たな展開をする。先ほどの安井委員のお話のように、もう少し長期的に、2050年、
あるいは、100年先は長すぎるかもしれませんが、2050年あたりを目指した議論もしてみたいと思っ
ております。どうぞよろしくお願いいたします。 
 それでは、今後のスケジュールに移りたいと思います。各論点について議論を進めていくことにな
りますけれども、今後のスケジュールについて、事務局から説明をお願いします。 
 
【資源循環推進課長】 資料４をご覧いただきたいと思います。 
 総会のときにもご説明しましたが、11月に最終答申をいただきたいと考えておりまして、９月に中
間のまとめ案を考えております。部会は都合７回ほど議論していただきたいと考えております。本日
は１回目の３月25日ですが、４、５、６、７月でそれぞれ個別の課題――本日お配りした資料２－２
の３ページ目に当たるようなものが具体のテーマになると思います。４月は低炭素・資源制約、５月
は適正処理・最終処分・その他、６月は全体かつ４月、５月で議論が尽くせなかった部分と考えてお
ります。本日いただいたご意見を踏まえまして修正等を行い、また、部会長ともご相談して進めさせ
ていただきたいと思います。次回については、低炭素・資源制約を中心にと考えております。 
 ４月の日程は、既に調整させていただいております。残念ながら全委員の先生が参加できる時間帯
がありませんでした。何名かの委員の方からご欠席のご通知をいただいておりまして、はなはだ申し
訳ないのですが、次回の開催は４月19日の２時半からと考えております。あらかじめご欠席の委員に
は、事前にご意見を伺うなど、できるだけ部会に反映できる形をとりたいと思っておりますので、ご
協力をお願いいたします。改めて通知を差し上げますので、よろしくお願いいたします。 
 事務局からは以上です。 
 
【小泉部会長】 どうもありがとうございました。 
 次回は４月19日月曜日、14時30分ということで、どうぞよろしくお願いいたします。 
 ほかにご発言がなければ、これで第１回計画部会を閉会したいと思いますが、よろしいでしょうか。 
 それでは、本日はどうもありがとうございました。 
 

午後０時01分閉会 
 


