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午後３時00分開会 

 
【小泉部会長】 定刻となりましたので、これから第４回計画部会を開催いたします。 
 本日は、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した。 
 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。 
 
【資源循環推進課長】 はじめに、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、杉山委員、細田委員につきましては、ご都合によりご欠席と承っておりま
す。また、辰巳委員、安井委員、崎田委員は、到着が若干遅れるとのご連絡をいただいておりま
す。 
 また、本日は、部会のメンバーではございませんが、本日の議事内容に関連いたしまして、審
議会本体の委員でございます、東京産業廃棄物協会の会長にお越しいただいております。なお、
会長は、この間、吉本会長から高橋会長に代わられております。高橋委員、どうぞよろしくお願
いいたします。 
 
【高橋（俊）委員】 この５月の総会で東京産業廃棄物協会の会長を仰せつかりました高橋でご
ざいます。本日は、よろしくお願いします。 
 
【資源循環推進課長】 ありがとうございました。 
 出席委員数は、ただいま部会委員総数14名の過半数に達しており、定足数を満たしていること
をご報告させていただきます。 
 また、本日は、事務局側で、今回、都の最終処分場が議題ということで、廃棄物埋立管理事務
所の田中所長と中村技術担当課長が出席させていただいております。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。 
 まず、１枚目が本日の会議次第、２枚目は委員名簿と、裏面が座席表でございます。 
 次に、右上に「参考」とあります「各課題の関連（全体イメージ）」という資料がございます。 
 資料１が「論点整理案（都の最終処分場の適切な運営）」でございます。 
 資料２が「論点整理案（静脈ビジネスの健全な発展の促進）」でございます。 
 資料３が「今後の計画部会開催スケジュール（案）」という資料がございます。 
 それから、机上に何種類かパンフレット類を置かせていただいております。まず、東京都廃棄
物埋立処分場のパンフレット。それから、廃棄物埋立管理事務所の環境報告書2009年版の黄色い
冊子。「海の森」という題名のパンフレット。「生きものたちの25年間の記憶」という題名の谷
戸沢処分場のパンフレット。「スーパーエコタウン事業の概要」のパンフレットを置かせていた
だいております。 
 また、前回の議論で話題になりました建設汚泥のリサイクル工法に関連して、本日、上田委員
から、ボンテラン工法に関する資料を２部、机上に配付させていただいております。後ほどご参
照いただければと存じます。 
 それから、委員の皆様の席上には、５月24日に開催いたしました審議会の議事録をお配りさせ
ていただいております。別途メールでもお送りいたしますが、追加・修正等がございましたら、
６月30日までに事務局までご連絡いただければと思います。 
 冒頭、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。 
 それでは、早速、本日の議題に入りたいと思います。 
 はじめに、議事（１）「都の最終処分場の適切な運営について」事務局から説明をお願いしま
す。 
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【資源循環推進課長】 それでは、はじめに、右上に「参考」と書いてあります、「各課題の関
連（全体のイメージ）」という資料をご覧いただきたいと存じます。これは前回もお示ししまし
たが、本日の議題の位置付けをもう一度確認していただくという意味で付けさせていただいてお
ります。 
 左の三角形の図は、循環型社会を形成する推進基本法に示された処理の優先順位ということで、
①の発生抑制から始まりまして、再使用、再生利用、熱回収、それらができなくなったものにつ
いては適正処分するというのが法律上の優先順位でございます。これと対応しました本審議会の
検討の進め方ですが、①の発生抑制から②、③、④熱回収までを含めて「３Ｒ」という区分でと
らえた上で、それを天然資源採取量削減、温室効果ガス削減、最終処分量削減という３つの観点
から３Ｒ推進施策をとらえるという位置付けにさせていただいております。最後に残った⑤の適
正処分では、論点として、いわゆる不法投棄防止等の適正処理の部分と、さらに、東京都は直接、
最終処分場を管理しておりますので、都の最終処分場の適切な運営という課題があると考えてお
ります。これをｄとｅと記載させていただいております。さらに、これら全部を下支えいたしま
す循環型社会の基盤づくりという意味で、一番右にｆとして「静脈ビジネスの健全な発展の促
進」という観点でご議論いただければと考えております。 
 下のほうに、ａからｆまでの課題を順に並べておりまして、このうち４月の第２回部会でａと
ｂの課題を、そして前回５月の第３回部会でｂからｄまでの課題をご議論いただいたところでご
ざいます。本日は、残っておりますｅの「都の最終処分場の適切な運営」、さらにｆの「静脈ビ
ジネスの健全な発展の促進」についてご議論いただきたいと考えております。 
 早速、ｅの「都の最終処分場の適切な運営」につきまして、担当課長から説明させていただき
ます。 
【埋立調整担当副参事】 埋立調整担当副参事の太田でございます。よろしくお願いいたします。 
 資料１「論点整理案（都の最終処分場の適切な運営）」についてご説明させていただきます。 
 はじめに、１枚おめくりください。右側のページに「参考１」として、「東京都内の最終処分
場」をご覧ください。こちらは、設置主体別の東京都内の最終処分場です。現在９カ所ございま
す。１行目が、東京都が設置管理する中央防波堤外側埋立処分場と新海面処分場の２カ所。次の
２行目から３カ所が、多摩地域にある処分場。そして、５行目から４カ所が島しょ地域の最終処
分場になっております。 
 埋立につきましては、陸上埋立と水面埋立の２つがございます。処分場の構造は、埋め立てる
廃棄物が環境に与える影響の度合いによって、管理型、遮断型、安定型の３種類に分類されてお
ります。東京都が管理しております外側処分場と、新海面処分場につきましては、両方とも管理
型に分類されております。こちらには東京23区内から発生した一般廃棄物の処理残さ、下水汚泥
などの都市施設廃棄物、都内の中小事業者が排出する産業廃棄物を埋立処分しております。 
 次に、お手元にお配りしております「東京都廃棄物埋立処分場」のパンフレットをご覧いただ
きたいと思います。１枚おめくりいただいたところの、左側「配置図」で説明させていただきま
す。 
 中央防波堤内側埋立地でございます。廃棄物系の埋立面積が約78haで、東京ドームの約17倍で
すが、昭和48年12月から埋立を開始しまして、昭和62年３月をもって埋立が終了しております。 
 中央防波堤外側埋立処分場の概要ですが、こちらは、総面積約314ヘクタールでありまして、
大きく２ブロックに区分されております。「（その１）」と書いてあります左側の緑色の濃い場
所、こちらは約115haですが、港湾局が、海底や川底から掘り出されましたしゅんせつ土砂、建
設発生土で埋立を行いまして、平成17年４月を持って埋立が終了しております。右のほうの
「（その２）」地区ですが、約199haで、昭和52年10月から埋立を開始し、環境局が23区の廃棄
物の埋立・維持管理を行っているところです。 
 続いて、新海面処分場ですが、薄い緑色の部分で、総面積約480haございます。こちらは、Ａ
からＧまで７つのブロックに分けられております。ＡからＥまでの５ブロックの面積は約319ha
で、廃棄物の埋立を行っています。残るＦとＧ、左側のほうですが、この２ブロックは、港湾局
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がしゅんせつ土砂と建設発生土で埋立を行う予定です。 
 なお、濃い緑色に囲まれた薄い緑色の場所にあるＡブロックは、平成10年12月から埋立を開始
し、平成14年10月で埋立を終了しております。 
 Ｂブロックは、平成15年２月から埋立を開始しております。埋立後の土地利用計画ですが、こ
ちらは、港湾局が策定しております東京港の長期計画や東京港港湾計画に基づき、ふ頭用地など
の港湾施設や廃棄物の処理施設用地として整備されるとともに、緑地空間を確保する予定になっ
ております。 
 それでは、資料１に戻らせていただきます。 
 まず１点目「基本的考え方（案）」を説明させていただきます。都が管理する最終処分場にお
いては、都民、事業者、自治体など各主体の取組による３Ｒの推進により、埋立処分量は減少し
てきております。限りある貴重な空間である最終処分場を長期的に有効利用するため、引き続き、
最終処分量の削減に取り組んで延命化の努力をしていく必要があると。また、埋立終了後の利活
用を見据えて、埋立処分、維持管理におきましては、環境負荷の低減に努めていかなければなら
ない。さらに、最終地の実態を通じて積極的に外部へ情報発信を行い、環境問題についての意識
啓発を図っていくことを「基本的考え方」として挙げさせていただいております。 
 次の「具体的な施策の方向（案）」では、４項目列挙してあります。１項目の「最終処分場の
延命化（最終処分量の削減）」は、前回部会で議論させていただきましたので、この点は省略さ
せていただきます。 
 参考資料の「参考２」に、都が管理運営する最終処分場における埋立処分量の推移を掲載して
おります。平成16年度と21年度を比較してみますと、67.8万トン、約56％の減少になっています。
埋め立てられている内容は、先ほどご説明しました一般廃棄物と都市施設廃棄物、産業廃棄物を
グラフで示しております。 
 戻っていただきまして、２点目の「環境配慮型埋立処分場」でございます。こちらは、現在、
環境配慮型の埋立処分場として、大気や水質などの環境負荷の低減に努めた埋立処分を行うとと
もに、埋立地から発生するメタンガスの回収、発電に取り組むなど、地球温暖化防止にも努めて
いるところです。今後は、引き続き、施設（ハード）、管理業務（ソフト）の両面から、処分場
の安全管理を徹底し、環境負荷の低減に努めるとともに、緑の創出など自然環境との調和を図る
べきではないか。特に、緑化対策の促進など、自然環境づくりの推進を挙げさせていただいてお
ります。 
 埋立地を管理します廃棄物埋立管理事務所では、埋立処分場内での植栽やガス有効利用施設の
壁面緑化、合同庁舎などの屋上緑化など、敷地内の緑化に取り組んでいるところです。また、新
海面処分場Ａブロックのほうにつきましては、ビオトープを造成しまして、葦を移植して雨水の
貯留と浸出水の浄化を図っております。 
 参考資料の３「ガス有効利用施設」をご覧ください。中防内側埋立地ですが、昭和62年１月か
ら埋め立てられたごみが分解する過程で発生するメタンガスがあります。埋立関係では、ＬＦＧ
（ランド・フィル・ガス）と表現しておりますが、これを利用してガスタービンで燃焼させて発
電を行っております。各種設備の消費電力の一部として使っているところです。 
 この施設の安定稼働は、処分場からのメタンガスの大気拡散を抑制させるとともに、地球温暖
化防止に寄与しております。ＬＦＧの主成分であるメタンガスですが、温暖化係数が二酸化炭素
換算で21倍もありながら、地球温暖化対策として導入が求められている新エネルギーの一つです。 
 続きまして、３項目目の「埋立処分場からの情報発信」です。廃棄物を受け入れる受け身の立
場にとどまらず、限りある空間の実態を通じて、処分場延命化の意義、廃棄物問題及び環境問題
に関する知識の普及、啓発、情報発信に努めるべきではないか。事項を３つ挙げさせていただい
ております。見学者の積極的受け入れ、多摩・島しょ地域の処分場と連携した情報発信、裏面に
なりますが、廃棄物問題及び関連する環境問題の学習の推進を挙げさせていただいております。 
 資料をめくっていきますと、「資料４」とありますが、「参考４」でございます。ご訂正よろ
しくお願いいたします。「参考４」の「環境学習施設の概要」をご覧いただきたいと思います。
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平成21年度から環境局の中防合同庁舎内において、ごみ問題だけではなく、地球温暖化など幅広
い環境問題について学習できるよう、環境学習ホールをはじめとする展示施設を開設しておりま
す。見学コースも、こちらに書いてありますように、風力発電施設や「海の森」などを盛り込む
など、訪れる子供たちが地球温暖化問題など、地球が直面するさまざまな環境の危機について学
べるようにしてございます。 
 見学者受入実績ですが、表にありますように、約７万人です。このうち児童が約６万人、90％
が児童で占められております。 
 続きまして、多摩・島しょ地域の処分場と連携した情報発信です。最終処分場の使用可能な空
間には限度があり、新たな処分場の確保は困難であるという共通認識のもとに、先ほど、参考１
でご説明しました都内の最終処分場と連携して情報発信に努めていきます。 
 最後の４項目目は、「最終処分場の早期安定化策の検討」です。埋立終了後の処分場の利活用
を見据え、また、排水処理等の維持管理にかかる経費の削減のため、最終処分場の早期安定化等
についての検討を進めるべきではないかということで、早期安定化策の情報収集、調査研究。そ
れから、浸出水量の削減方策の検討を挙げさせていただいております。 
 参考５「最終処分場の早期安定化等」をご覧いただきたいと思います。「安定化」の定義の出
典は、こちらに書いてあります環境省が委託した海面最終処分場閉鎖・廃止適用マニュアル検討
会から取っております。この定義の２行目に、「浸出液」と書かれております。これにつきまし
ては、先ほど説明させていただいておりますように、一般的には「浸出水」と言われております
が、埋立処分場に降った雨が、埋め立てたごみ層の中を通過する際、窒素分やＣＯＤなどの汚濁
物質を大量に含んでおります。その後、地表面にしみだした汚水のことを浸出水と言っておりま
す。施設内の排水処理場で生物処理、物理化学処理などをほどこしまして、下水道排水基準内の
水質にして、下水道局の砂町水再生センターに送水し、最終的には東京湾に放流されます。昭和
49年に埋立が終了しました15号地、昭和61年に埋立が終了しました中防内側の浸出水ですが、現
在でも私どもの排水処理場で浸出水の処理を行っております。 
 ２番目に「既存最終処分場における早期安定化技術（一例）」として、福岡大学大学院の樋口
教授の技術を掲載しております。 
 このように、早期安定化策を検討するための情報収集・調査研究が必要だろうと考えておりま
す。 
 最後に、一番後ろのページ、参考６「埋立処分コストの課題」をご覧ください。これは、平成
20年度の環境局決算に占める維持管理コストが、このグラフにありますように、63％を占めてお
ります。コストイメージ図を下に示してあります。このように、埋立処分後も、環境汚染を防止
するために長期にわたり排水処理等の適正管理の経費の支出が必要となっておりまして、削減策
の検討を行うことが必要になるということでございます。 
 資料１について、事務局からの説明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。 
 ただいまの事務局のご説明につきまして、ご意見、ご質問等をお願いしたいと思います。処分
場に関する多岐にわたったお話でしたが、いかがでしょうか。よろしくお願いいたします。 
 
【上田委員】 上田でございます。 
 以前は、埋立場に私どもの再生資源業者が、自分の選別その他で出るごみについて、減免措置
で持込みが行われていたのですが、現在はいかがでしょうか。減免措置というのは、いわゆる半
額で埋立処理をと。区や市は、焼却場は現在でも減免していますが。 
 
【事務局】 23区では、お話のように、再生資源を取り扱われている企業さんからの残さ物につ
きまして、減免の措置が継続されていると聞いております。私どもは23区との契約ですので、そ
うした排出企業さんとの減免措置は、区のほうの対応という制度になっております。 
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【上田委員】 三多摩のほうも市の対応ということで、後ほどお話ししたいのですが、地区によ
って減免の実態が違うものですから、東京都全体で同じようにできないかという意見が私どもの
協会内部にあります。 
 以上です。 
 
【小泉部会長】 どうもありがとうございました。 
 そのほかにどうぞ。 
 
【辰巳委員】 資料１のまとめ方について伺いたかったのですが、それぞれ具体的な施策の方向
ということで、一つずつが「いくべきではないか」という形で書いてあって、その後に、ご説明
いただいたように、このような取組をしていますというお話だったと思います。 
 今のお話を聞いただけの範囲では、「いくべきではないか」というのは課題であって、それに
ついてはこういう取組をしておりますというご説明のように私には伺えたのですが、さらにもっ
と何か課題がここのところはあるというようなお話があるのかどうか。もうこれでやっています
よというお話なのか、そこら辺が、この整理の仕方がわかりにくいと思いました。 
 もし、何か、今の時点ではこういうことをしていますけれども、まだまだこういうところはど
うですかとか、何かそういう感じなのでしょうか。もし少し詳しくそこら辺のご説明の内容につ
いてお話しいただければと思います。 
 
【埋立調整担当副参事】 例えば、参考３に、「ガス有効利用施設」と挙げております。こちら
が、現在は埋立処分場の内側でメタンガスの有効利用を図っているところですが、その下に書い
てあります外側の処分場については、具体的にメタンガスの回収をまだしていません。そういう
意味で、今後、この埋立処分場がさらに拡大していく中で、そのガスを回収していく方向が必要
になってくるということでございます。一例を挙げれば、そういうことでございます。 
 
【小泉部会長】 いずれにしても、この部会を通して、「いくべきではないか」という疑問形は
「いくべきである」と書くのか、あるいは「いきたいと思う」と書くのか、その辺はだんだん決
まっていくという理解でよろしいですか。 
 
【資源循環推進課長】 はい。 
 
【小泉部会長】 それでは、崎田委員、お願いします。 
 
【崎田委員】 遅くなりまして、大変失礼いたしました。 
 途中から伺ったのですが、今、とりあえず資料１を拝見して、最終処分場をきちんと運営し、
管理していただくことは当然大事なことですが、一つ、考えると、最終処分場をきちんと運営し
ているから大丈夫というだけではなくて、これが東京の最後の処分場なので、本当にみんなで大
事に使っていくために、皆さんもっと本気になってねという、そういう情報発信を強くしていた
だく、そういう形をどうつくるかというところがとても大事なのではないかと感じています。 
そういう意味で、ここのところ、処分量も少しずつ減ってきたので、今までは、あと30年と言

われていたものが、最近はあと50年と言っていただいて、それは、長くなってよかったというこ
とではなくて、本当は、私たちの子供や孫のときになったら大問題になるわけですので、そこし
かない、これだけの大都市で、最終的にこれしかない、そういうところの危機感をきちんと持ち
ながら、ふだんのリデュース、リユース、リサイクルの各区の施策が本当に大事であるというこ
とを強調していただきたい。いろいろな地域で、今そういう施策に取り組んでいるところがもっ
と元気にというか、回っていくのではないかと思いますので、そういうところの発信が重要だと
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思います。 
 なお、今回、この資料を拝見しても、普及啓発や情報発信を大事に取り組んでいることはよく
わかりますが、対象は子供たちが多い。子供たちは、家に帰れば親御さんに言うので、それは大
事だと思いますが、子供たちは、しっかりやっていてきれいだな――きれいなんて言ってはいけ
ないのですが、本当にきちんと管理してくださっているのでそういう感想を持つ人が多いという
感じがいたします。その背後にどれだけの努力があり、私たち都民がどういう今後の努力を期待
されているのだということを、きちんと子供たちにも伝えていただいて、それが親に伝わる、あ
るいは、大人世代にもきちんとそういうところを見てもらいたい。小学校だけではなくて、中、
高、大学と、それぞれの世代できちんと見ていただくとか、何かそういうこともしていただくこ
とが大事なのではないかと思いました。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。ただいまの崎田委員のお話は、私も同感でご
ざいます。特に、参考２の埋立処分量の推移を見ると、だんだん減ってきて、先ほどのご説明で
は60％減少しているというお話でした。このままずっと線形で行くわけではないと思いますし、
どの辺が、最低限、埋め立てていかなければならない量なのか、そういう話も一方ではあろうか
と思います。ただ、やはり東京都が持っている最後の海面埋立処分場になりますので、これを大
事に使っていかなければいけないし、本当に貴重な意見だと思います。 
 この件に関して、事務局いかがでしょうか。 
 
【廃棄物埋立管理事務所長】 埋立管理事務所の所長の田中と申します。 
 崎田委員からお話がありましたとおり、私ども、情報発信ということに主に重きを置いて取り
組ませていただいており。６万人の見学者は小学校４年生で、23区の学校の約７割の学校におい
でいただいております。そのほかに、中学生以上になりますと、全国から来ていただきます。そ
れから、最近は、外国の方、特に中国の方が多いですが、そういう方々がお見えいただいており
ます。 
 そのほかに、大人のための見学会を、回数としては少ないのですが、催しております。そこで
我々が申し上げていることは、「50年以上」という言い方は現場ではしていません。 
 
【崎田委員】 そうですか。失礼しました。 
 
【廃棄物埋立管理事務所長】 いえ、崎田委員がおっしゃるとおりの言い方をしております。
「50年しかもたない」という言い方をさせていただいております。その先はありませんと。必ず、
現地に行ったら、あそこまでが限界ですということをご覧いただいております。そこで、これか
ら先どうなるかということを考えていただくように、常にそういう方向で話をさせていただいて
いるところです。 
 
【埋立調整担当参事】 もう１点だけ。 
 先ほど話がありましたように、多摩地域の二つ塚処分場が約30年、都の処分場は約50年と推計
されていますが、先ほど委員がおっしゃいましたように、見学者等にはこの後がないことを常に
強調しております。最終処分場は多摩・島しょ地域にもございますので、そうしたところと連携
しながら、埋立途中でも、もう後がないと訴えるために情報交換の会を設けて、それぞれで意見
交換をしながら、または施設を見ながら、そうした危機感を都民の方々、事業者の方々に周知し
ていくという関係でこの辺を進めていくことが必要だろうと考えております。 
以上です。 

 
【小泉部会長】 順番に、高橋委員、松野委員、いま手を挙げられた江尻委員、そして黒川委員、
順番にまいりますのでよろしくお願いします。 
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【高橋（俊）委員】 今回初めて参加させていただきましたが、処理業者の立場で基本的な考え
方と具体的な施策の方向について意見を述べさせていただきたいと思います。 
 まず、最終処分場に関して、引き続き、最終処分量の削減に取り組み、延命化の努力をしてい
く必要があるという基本的な考え方については、我々処理業者も賛同するところであります。 
 次に、具体的な施策の方向について、最終処分場の延命化につきましては、基本的には論点整
理案でよいと考えますが、最終処分量の削減のプロセスの中では柔軟な対応も必要かと思ってお
ります。具体的には、プラスチックの埋立ゼロを急がれていることはよいとしても、必ずしもリ
サイクルに回らず、他県の埋立に回らざるを得ない状況もあると聞いております。この辺に問題
が多少残るのではないかと思っています。 
 あと４点ありますが、一つは、他県での埋立よりは、東京臨海リサイクルパワーなどの焼却施
設での熱回収や中間処理施設での徹底的なリサイクルが選択されるよう、当分の間、都の最終処
分場で焼却残さ、いわゆる焼却灰の政策価格での受け入れや、あとは、破砕選別で出てくるリサ
イクル困難物の受け入れなど、柔軟な対応も必要ではないかと思います。 
 もう１点は、石綿含有産業廃棄物――レベル１は今、東京都さんで受け入れてもらっておりま
すが、レベル２、レベル３については、私どもは直送しております。しかしながら、少量、いわ
ゆる袋２～３個は、積替え保管とか、とりあえず置いておくというやり方をしていますが、これ
に関しては、ぜひ、東京都の最終処分場で受け入れていただければと思っております。 
 いずれにしても、直送の部分は他県の最終処分場にお世話になっているわけです。例えば東京
あたりからは、宮城県、山形県まで、４トン車で持っていっているのが実情です。 
 あとは、石膏ボードです。石膏ボートのリサイクルは今かなり進んでいますが、どうしても、
解体からでるリサイクルできない石膏ボードがあります。これも他県の管理型処分場のお世話に
なっているのが実情です。今言ったものは、焼却ができない。どうしても埋立をしなければいけ
ない。これを東京都の埋立処分場で、いくらかばかりでも取っていただければ非常に助かるとい
うのが、我々処理業者のお願いです。 
 以上です。 
 
【小泉部会長】 後ほど、一括して事務局に、答えられるところは答えていただくという進め方
にしたいと思います。 
 それでは、松野委員、お願いします。 
 
【松野委員】 直接専門とかかわらないということもありまして、素人質問になってしまうこと
をご容赦いただきたいと思いますが、２点あります。 
 一つは、今回の具体的な施策の２、環境配慮型埋立処分のところで、温暖化防止のためにメタ
ンを回収しようという項目を立てていらっしゃいます。このパンフレットや参考３を見ると、回
収している量もある中、まだ中央防波堤外処分場から発生するメタンについては回収を行ってい
ない、いずれ回収したいというお話ですね。 
 ここからが素人質問ですが、単純に、回収して発電までするとなると投資額も結構必要で大変
なところがありますが、メタンのように温暖化係数の高いものは、火をつけてＣＯ2に変えるだ
けでもポテンシャルをぐっと下げることは可能ですよね。実際、アジアで、ＣＤＭで、そういっ
たことでビジネスをしている企業もあるとお伺いしております。そうした、いわゆるガス抜き―
―今の状態は、メタンをもやもやと出しているのか、何らかの形で、少しでも火をつけてポテン
シャルを下げることは簡単にできるのではないかと思うのですが、やはり火災発生の面から難し
いのか、その点が１点目。 
 もう一つは、参考２と参考６を見ると、単純に、2008年度決算が総額7,880百万円、これを持
ち込まれたごみ67.7万トンで割ると、１トン当たり１万1,600円ぐらい。今後、この費用は基本
的にどのような形で負担するのか。受益者負担ということで、持ち込んだ人が何らかの形で直接
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的、間接的に負担しているのか。今後、この持込み量がごみの減少によって減っていく中で維持
管理費は上がっていきそうで、それをどうしようかということが論点なのか、そこを明確にお願
いしたいと思います。 
 
【小泉部会長】 どうもありがとうございます。 
 ４人からお聞きしてからお答えいただこうと申し上げましたが、たくさん質問があるようです
ので、おふた方ずつにして、次に江尻委員、そして黒川委員という順番で、今、高橋委員と松野
委員のお話に対して、事務局からまずお答えいただきましょうか。よろしくお願いいたします。 
 
【資源循環推進課長】 それでは、順番にお答えさせていただきます。 
 はじめに高橋委員からご質問があった、廃プラ埋立ゼロについて、簡単に施策の内容をご説明
させていただきますと、昨年から東京都が始めた施策でして、最終処分場の延命化を図ることを
目的に、持続可能な都市を実現するために、廃プラスチック類のリサイクル推進のために、平成
22年度末、今年度末までに、埋立処分場での廃プラ埋立をゼロにしようということで、東京都と
処理業者の方々と協定を締結して、廃プラのリサイクルを進めていこうという運動です。 
 業者の方々には、実際にごみを出す排出事業者の方々への働きかけ、収集運搬業者の方々には、
リサイクルが促進できるような収集運搬方法の改良、処分業者の方々には、廃プラスチック類を
有効活用するための処分方法の工夫などをお願いしまして、最終的に廃プラ埋立ゼロを目指す運
動です。 
 そういう目的に基づきまして、昨年末の時点で140社程度の事業者の方からご賛同いただいて
おります。実際、こういう取り組みをいたしますという計画と、実績を私どもにご報告いただく
ことになっております。現在、その１回目の、去年締結いただいた業者の方々からの実施状況の
取り組みを出していただきまして、私どもで現在、集計等を進めているところです。そうした、
各業者の方々の取組状況等を見させていただいた上で、リサイクルを進めるという目的が達成で
きるような取組を、今後、業者の方々とも相談させていただきながら進めてまいりたいと考えて
おります。 
 それから、持込み料金のご質問ですが、これは、政策的に料金を下げるとなりますと、文字通
り政策的なお話になりますので、この場で下げる下げないのお答えできないのですが、先ほど申
しましたような、各業者の方々の取組内容等を踏まえながら、必要な取組を考えてまいりたいと
思います。 
 アスベスト、石膏ボード等についてのご質問がございました。現在、中防の処分場では、飛散
性のアスベストに関しては、きちんと固化処理した上で二重のビニール袋に入れてという条件付
きで受け入れております。そういうレベルの違うもの、非飛散性のアスベストや石膏ボードに関
しては、確かに、結果的に他県で処分していただいている実態がありますが、これを全部中防で
受け入れるとなると大変な量になりまして、先ほど、残り50年しかないというお話もありました
ところで、確かに課題ではあると受けとめておりますが、すぐに受け入れさせていただきますと
はお答えできる段階ではないとご理解いただきたいと存じます。 
 それから、松野委員からご質問がありましたうちの最後の料金の話です。委員ご指摘のとおり
重要な問題になっておりまして、現在の料金負担は、基本的には、持ち込んでいただいているご
みの量に応じて１トン当たりいくらという形で割返した量で負担していただいております。二十
三区一組や水道局、下水道局、あるいは、直接持ち込む業者の方からもそういう形でお金をいた
だいていますが、先ほどご指摘がありましたように、今後、ごみ量がどんどん減って、しかしな
がら、排水処理コストはごみ量に応じて減っていきませんので、単純に持ち込んだごみ量で割る
と単価がどんどん高くなってしまうという問題があります。これは、私どもと23区等で、この辺
の費用負担の考え方については、現在、整理しているところです。そういう意味からも、この排
水処理コストについては問題があるということで、今回、挙げさせていただいたところでござい
ます。 
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 以上でよろしかったでしょうか。 
 
【小泉部会長】 あと、ガス抜きの話がありました。 
 
【廃棄物埋立管理事務所技術担当課長】 技術担当課長の中村でございます。 
 ガス抜管は、場内に180本近くが実際に外側処分場に設置されております。このガス抜管から
出てくるメタンガスにつきましては、現在、大気放散をしているところですが、外側の処分場の
ガスにつきましては、昨年度、試験井戸を７カ所設置しましてガスの発生状況を調べております。
このガスの発生状況から、６つの井戸が有効利用できそうであるという目途が立ちましたので、
新たな施設を設置し、発電施設を設置する予定にしております。 
 大気に放散されるガスを燃焼するというご提案ですが、やはり場内は火災の可能性がありまし
て、また、メタンが地表面からも出ていると考えられますので、火をつけてしまうと、必要以上
に燃え広がる可能性もありますので、それは現実としてできにくいかなと思っております。 
 以上です。 
 
【小泉部会長】 ありがとうございました。 
 この段階で、高橋委員、松野委員、よろしいでしょうか。ありがとうございます。 
 それでは、お待たせいたしました、江尻委員、よろしくお願いいたします。 
 
【江尻委員】 また情報発信のところに戻りますので、申し訳ございませんが、お願いいたしま
す。 
 私は、23区の住民ではありませんので、中防にはごみを全然埋め立てていないんですね。それ
で、ここに多摩・島しょ地域の処分場と連携した情報発信ということが書いてありまして、行政
間ではいろいろな情報提供や話し合いの場、連携などがとられているのだろうと、今のお話をお
伺いしてわかりましたが、多摩地域に住んでいる者は、東京湾に自分のごみが埋め立てられてい
るというし間違った解釈をしている人がまだたくさんいます。それが、特に学校の先生が多いで
す。 
 私は、多摩清掃工場の一角にありますリサイクルセンターのセンター長をしていますが、そこ
に見学に来る子供たちに、ごみはどこに埋め立てられているか知っているかと質問すると、海と
答えてしまうという状況がありまして、せめて自分のごみがどこに埋め立てられているかぐらい
はしっかり知っておいてもらいたいと思っています。 
 そんな中で、この多摩・島しょ地域の処分場との連携した情報発信というくだりがここにあり
ましたので、ぜひ、「東京都の最終処分場」という冊子をつくっていただけないかと思います。
今ここにいただいているのは、海であり、また、山でありというものをいただいていて、それぞ
れのものは大変しっかりしたものができていますけれども、では、東京都全体で、23区の人はこ
こに最終処分場を持ち、また、多摩地域の人はここに処分場を持っているということを、多くの
人たちが自分の問題としてとらえていってほしいと思いますので、ぜひ、東京都としての一括し
たパンフレットのようなものをつくっていただきたいと思っております。 
 以上です。 
 
【小泉部会長】 ありがとうございました。 
 ただいまのご発言に関して、事務局から何かございますか。 
 
【埋立調整担当副参事】 情報発信ということで、東京都全体の、先ほど最終処分場の一覧表も
ございましたが、それぞれがどこに最終処分されているかということは確かに大事なことだと思
います。そういう意味で、先ほどの情報発信の関係で、処分場関係機関と連携しながら、どうい
う方法で情報を発信していったらよいかとかも含めながら検討を進めていきたいと考えておりま
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す。 
 それと、一部、東京都の環境局で発行している大人向けの冊子の中には、子供が見る機会は少
ないかもしれませんが、そうした中には処分場のＰＲ記事は掲載しております。また、ホームペ
ージでも、ごみの最終処分の流れは書いてありますけれども、さらに、きめ細かく、都民、事業
者、未来を担うお子さまたちを対象に、そうしたＰＲをまとめた冊子も含めて検討していきたい
と考えております。ご意見、ありがとうございました。 
 
【小泉部会長】 それでは、黒川委員、よろしくお願いいたします。 
 
【黒川委員】 正しい質問をしているかわからないのですが、30年か50年たったら、最終的には
ゼロエミッションにするしかないですね。だとすると、今のうちから、懐の中にすべての数値を
入れて、数値目標を立てて、何年までにどれだけのことをするということがあればいいと思いま
す。 
 例えば、処分場に関して、ここで書かれているのは「早期安定」。「早期」とは何年ですかと
聞かなければいけないし、そう言っているうちに５年、10年たってしまうような予感もするし。
やはり、わかっている数字の範囲の中で、すべてを計画の枠の中にきちんと入れて、最終的な目
標が完全に達成されるように、毎年毎年の数値目標を達成していくような計画達成があっていい
のではないかと、お話を聞きながら、聞こえてきました。 
 例えば、ここでは、「早期安定化のために」ということで、それから、ガス抜きという議論も
ありますが、いろいろな分解技術があることは書かれているけれども、分解技術を導入したらど
ういうことができて、何年ぐらいにどうなるのか。わかる範囲で、一定の程度の情報が得られて
いるのであれば‥‥。さっき、７本のうち６本からはエネルギーとして活用できるだけの量のも
のが安定的に排出されているということであれば、こういうエネルギー活用ができますというこ
と――新しい技術とか考え方は小出しには出ているけど、それを全部合計したからといって、何
年後にきちんと都民が安定して目標を達成できるような活動ができるようには書かれていないよ
うに見えます。ごめんなさいね、そうなっていたなら申し訳ないけど、そういうふうには聞こえ
なかったと。 
 一個一個みんな新しいことを試みていますという状態のままで、この計画部会で計画を立てま
しょうという話になっているとすると、今回、思い切って、とにかく中防の場合、あと50年とい
うのであれば、そこから先は全くないわけだから。それを延ばしていくとしても、新しい技術は
何か、完全に安定化させて、安心していろいろなことができるようにするためのゼロエミッショ
ンにするためのプロセスをいつまでに確立するとか、きちんとつくっていかないと、このままの
やり方をすると、５年ぐらいはすぐにたってしまいそうです。 
とにかく、どんどん考えなければいけないとか、最後に焦りが出てくる。最後は料金増になっ

て、みんなに負担してもらうときに、前もって、この50年、30年のことがわかっていたら負担の
議論はしやすかったと思うけど、最後のぎりぎりのところで高くなってしまいますと出ていたら、
そう簡単には受け入れられないような予感がしてしまいますので、今のうちに、子供たちへの情
報もそうだし、これも100％伝える方法を絶対に考えなければいけないし。それくらい深刻で重
要な問題で、きちんと一定の時までに目標を達成しますという計画プランをつくり上げるべきで
はないかと思います。 
 ミスリーディングかもしれなくて、ちょっと自信がないですけど、話を伺っていて、ちょっと
ずつ試みが始まっていますという話はたくさん聞こえてきて、それはとてもうれしいことですが、
それだけでは済まないような予感がしました。 
 
【小泉部会長】 どうもありがとうございました。 
 なかなか重要なご指摘だと思いますし、なかなか難しい問題であろうかと思っておりますが、
いかがでしょうか。 
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【廃棄物対策部長】 非常に重要な視点だと思います。たぶん、循環関係の部署にいる者として
は、いわゆる静脈からの発想で動脈のほうにものを申していって、全体の社会システムに関して
の物流面や産業構造面に関してのいろいろな定義のようなことをしていきながら、なおかつ、実
際に経済活動の中に出てくるものが決まってくるといいますか、一般的な、受け身的な形でいて
はまずいのですが、一応基本的な流れとしてはそのようなベースがあって、その中で、どんなも
のがリサイクルされるのかということで、なおかつ、有害廃棄物関係でも、飛散性アスベストの
ようなものについて、急にこのように大きな問題になって、それも受け入れざるを得なくなって
くると。そういう流れの中で、いいお話だと思いますが、今の段階で、50年先を見据えて、ゼロ
としたときの、状況の変動の可能性が結構大きな部分がありますので、少し難しい部分があるか
と思いますが、先生がおっしゃったようなことは考えなければいけないかと思います。ただ、そ
れを、数値的とか、具体的な施策の中で描ききれるかというと、変動係数があまりにも大きいの
かなと思っております。いろいろなご意見を承りまして取り組んでいきたいと思います。 
 
【小泉部会長】 どうもありがとうございました。 
 それでは、勝浦委員、よろしくお願いします。 
 
【勝浦委員】 素人質問かもしれませんし、今の黒川さんのご質問にもつながるのかもしれませ
ん。 
 私は、数年前に中防に実際に見学に行ったことがあります。その当時はまだ、プラスチックを
不燃ごみとして埋め立てていたということで、何年たっても、いつまでたっても、ふわふわして
固まらないというか、再利用も難しいという話も聞いています。それで、これは可能性があるか
どうかあれですけど、場所もないということ、今後、原油の値段がどんどん上がる方向ではある
と思いますので、せっかく必要なエネルギーをあそこに置いたままで本当にいいのかということ
を考えると、将来的には、それを掘り返して、例えばあそこの中のプラスチックだけは燃料とし
て使うということもあり得るのかなと思いますが、そういうことは、例えば、石油の値段がここ
まで上がったら、そういうことにちゃんとフィージビリティがでるということもあるのかなと思
いますが、それは、何かそういうことを考えたことがありますか。例えば、そんなことは不可能
なのか。ご意見があればお伺いしたいと思います。 
 
【埋立調整担当副参事】 いわゆる埋め立てたごみの掘り起こしということだと思います。環境
局では、平成４年度から７年度まで４年間をかけて、実際に外側の処分場に中間処理されないで
埋め立てたごみがありますので、実際に、焼却とか減容化する技術についての調査研究を行って
おります。その結論ですが、鉄などの資源物が入っていたとしても、実際には腐食が進んでいた
り、洗浄、選別をその場所で行うことは非常に困難であるということで、課題も大変多いという
結論が一つ出ております。 
 それから実際に、その選別の経費で施設を建てればいいじゃないかというご意見もございまし
たが、そのときの概算では約1,000億円かかると言われていました。こうした課題が多い事実が
わかりまして、当面はごみの減量に向けて努力し、掘り起こしについて、考えていないというの
が今の状況でございます。 
 
【小泉部会長】 よろしいでしょうか。 
 
【勝浦委員】 そのときは主に、鉄とかの有用なものを取ろうということで、それとプラスチッ
クを燃やして熱を回収するということは――というのは、プラスチックは腐ることもないので、
何年たっても、形も、多少は崩れるにしても、ふわふわした土地だということはずっと続くのか
なと思いますので、そういう意味では、二重の効用があるのかなと、素人的な発想ですが。 
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【小泉部会長】 またいろいろとそうした研究も今後は進めていただければと思いますし、ぜひ
よろしくお願いしたいと思います。 
 30年後、50年後には技術も革新的に飛躍するかもしれないし、当面の技術では、そういう掘り
起こしは採算がとれないけれども、次の時代にはまた変わる可能性もありますし、またいろいろ
ご検討いただければと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 
 一応、予定の時間ですが、ほかにご質問がありますか。 
 
【橋本（征）委員】 細かいお話かもしれませんが、新しくガスを回収するというお話と、４つ
目の安定化の検討はこれからされるということなので、どの段階で導入されるかということもあ
ると思いますが、安定化を促進すると、その分、メタンガスの回収も減ってくると思います。今、
新たに導入することがいいのかどうかというところは、検討しておかなくていいのかなと思った
ものですから。もし、安定化を早めに導入されてどんどん進めていくということであれば、メタ
ンの回収はもうあまり意味がないかもしれないということもあり得るのではないかと思いました。 
 
【小泉部会長】 この件に関しては、いかがでしょうか。 
 
【事務局】 安定化の技術につきましてば、私どももこれから調査中というところで、コスト面
も含めてまだ判断をつけるに至っていないというのが現状でございます。ご指摘のように、安定
化をさせていくことは、生物分解を進めるという形で、メタンが出てこなくなるようにすれば安
定化したということになると思いますが、正直、安定化といっても、実に広大な処分場で、昔、
下水汚泥を入れた部分も含めて実にさまざまなものが入っております。メタンの発生も含めてか
なり複雑な状況なので、先行してガスの回収について今取り組んでおります。もちろん、これも
全体からすれば限られた範囲での努力ということでございます。 
 
【小泉部会長】 よろしいでしょうか。 
 そのほかにいかがでしょうか。 
 
【崎田委員】 先ほど黒川委員がお話をされた、あと50年なら、そのときのゼロエミッションか
らのバックキャスティングが必要な時期ではないかというご提案がありましたが、私も、実は、
先ほど危機感というお話をしましたけれども、そのくらいの具体性を持った情報を出していただ
く時期に来ているのではないかという印象を持っております。資源制約もあって、2050年ごろに
どのくらいの循環型社会になるのだろうか、そういう将来像をつくろうという動きは徐々にスタ
ートし始めてくる時期だと思いますが、そのときに、東京都は、最終処分場を運営している者と
して、そういう視点からも明確に発信するという、そういう図を描けるのは東京都だからこそと
いう感じもしますので、私はぜひ、真剣に考えていただくことで、社会がいろいろ進んでいくの
ではないかという感じがいたします。よろしくお願いいたします。 
 
【小泉部会長】 大いなるエールが送られたわけですので、どうぞよろしくお願いいたします。 
 この最終処分場の話はまだまだあろうかと思いますが、また後ほどお気づきの点があればご意
見をいただくことにしまして、本日の次の議題に入らせていただきます。よろしいでしょうか。 
 次の議事は、「静脈ビジネスの健全な発展の促進について」でございます。この点につきまし
て、事務局から資料の説明をお願いします。 
 
【資源循環推進課長】 それでは、資料２「論点整理案（静脈ビジネスの健全な発展の促進）」
をご覧いただきたいと存じます。 
 「基本的考え方（案）」ですが、「廃棄物の適正処理を徹底し、リサイクルを一層促進するた
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めには、不適正処理を行う事業者が排除され、環境への影響に配慮した優れた取組を行う廃棄
物・リサイクル事業者が静脈ビジネスとして健全に発展していくことが求められる。そのために
都は、業界の実態把握に努め、不適正処理の排除、優良化の取組を推進していく必要がある。特
に排出事業者に対しては、廃棄物の適正処理や適切な処理コスト負担など排出者責任を徹底し、
適正な廃棄物処理を促していく。」としております。 
 「具体的な施策の方向（案）」でございます。１として「静脈ビジネスの健全な発展の促進」
ということで、排出事業者に向けた対策、処理業者に向けた対策、リサイクル業界の健全な発展
促進という３つの側面から整理させていただいております。 
 まず、排出事業者に対しては、上の「基本的考え方」のところでも述べましたように、本来、
廃棄物の適正処理、適切な処理コスト負担など、法的な義務がありますので、そうした適正処理
に対する知識・意識の向上が望まれる。それから、私どもで始めた第三者評価制度などの認知度
を上げることにより、適正な業者を選択していただくということが必要かと考えております。 
 （２）は、処理業者の方々に向けた対策ということで、まず業界の実態把握ですが、これは、
例えば産業廃棄物処理業者の方々は、許可を都道府県で行いますので東京都でやっているわけで
すが、その業者の方々のうち、同じ許可でも、専業として業を行っている方もいれば、建設業な
ど他の仕事を行う上で必要だから許可を取ったとか、あるいは、取っていても、実際には業とし
て行っていない方々など、いろいろな業者の方がいまして、実際にどういう形で業界全体で事業
が行われているか、まだ十分に実態を把握しきれていないという問題がありますので、ここのと
ころを十分に把握する必要があることを掲げさせていただいております。 
 それから、第三者評価制度は昨年から始まりましたが、適切な処理をしていただいている産業
廃棄物処理業者の方々に、評価制度ということで産廃エキスパート、プロフェッショナルという
名称を使っていただく制度ですが、去年、今年と、ある程度一巡した段階で、それなりの課題等
も見えてきております。そうした現行制度を十分検証して、今後役立てていく必要があるだろう
と。 
 それから、第三者評価制度を、取りたくても取れない小規模な事業者の方々もたくさんいらっ
しゃいます。そうした方々も含めて、業界全体を優良化していくためにはどうしたらいいのかと
いうことが３つ目に掲げている問題でございます。 
 それから、リサイクル業界の話ですが、一つには、廃棄物再生事業者登録制度というものがあ
りまして、これの有効活用が考えられます。これは後ほど別紙の資料でご説明させていただきま
す。それから、関連して、資源ごみの抜き取り行為があります。これも、以前、この審議会でも
話題になりましたけれども、これの排除という問題もございます。これも後ほどご説明させてい
ただきます。 
 大きな２として、今の１は静脈ビジネスで、文字どおり廃棄物の処理業、リサイクル業の方々
を対象としたものでしたが、２のほうは、より静脈ビジネスを大きな意味でとらえまして、資源
循環・廃棄物処理技術全体の高度化が今後は求められていくと考えております。 
 現在、都が保有・蓄積している技術や知識を次世代に着実に継承するとともに、関係各機関と
の連携を強化し、資源循環・廃棄物処理技術の高度化を図っていく必要があるのではないかと。
こういう問題提起の形でここも書かせていただいておりますが、こういう問題があると考えてお
ります。 
 個別の話で、１つ目が、スーパーエコタウン事業の推進でございます。スーパーエコタウンに
つきましては、お手元にカラー刷りのパンフレットを配らせていただいておりますので、お目通
しいただきたいと思います。以前もこの部会でご説明させていただきましたが、もう一度ご説明
させていただきます。 
 １ページをお開きいただきますと、左上に「スーパーエコタウン事業とは？」とありまして、
これは、都が、首都圏の廃棄物問題解決のために、環境産業の立地促進し、循環型社会への変革
を推進するということで、東京臨海部で都有地を活用した廃棄物処理・リサイクル施設の整備を
進めているところでございます。現在、設置されております施設が右側にございます。大田区城
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南島地区に７施設、中央防波堤内側埋立地に２施設ということで、現在９施設が稼働しておりま
す。 
 パンフレットを閉じて一番後ろをご覧いただきますと、この位置関係が図で示されております。
城南島地区が下のほうにありまして、ご覧いただきますように、まだ空いている余地等もありま
して、また、現在まだ施設整備中のものもございます。こうした部分を今後どのようにさらに発
展させていくかということが、スーパーエコタウン事業の推進の一つ目の課題と考えております。 
 お手元の資料を１枚おめくりいただきまして、裏面をご覧いただければと存じます。スーパー
エコタウンの問題の次の「・」として、各施設の先進的な廃棄物処理、リサイクルに係る取組や
温室効果ガスの削減効果など、外部に向け積極的に情報発信していく必要があるのではないかと
いう提案をさせていただいております。これも後ほどご説明させていただきます。 
 （２）が「産学官連携による共同技術研究の実施強化」です。都及び関係機関、民間事業者、
研究機関等と連携協力を図っていく必要があるのではないか。これまでも図っているところです
が、さらに図っていく必要があるのではないかということでございます。 
 （３）として「資源循環技術の国際プロモーション」を掲げてさせていただいております。東
京の情報発信機能を強化して、海外へ向けまして、東京都が所有している廃棄物処理技術を今後
積極的に発信していく必要があるのではないかということを書かせていただいております。 
 参考資料を順にご説明させていただきます。右側が参考１で、「廃棄物処理業の売上高、従事
者数の動向」という資料が付いております。折れ線グラフで示されておりまして、左側が売上高、
右側が従業員数の数値です。見ていただくとおわかりになりますように、平成20年の年末ごろを
ピークに、売上高、従業者数とも激しく落ち込んでいる、いわゆるリーマンショックの部分が見
てとれます。その後は、そこよりはレベルが下がっていますが、それなりに上がったり、下がっ
たりしながら、やや落ちたところで横ばいなのかなというのが、売上高、従業者数のところでは
見てとれるかと存じます。これは総務省統計局のサービス産業動向調査からの引用ということで
掲げさせていただいております。 
 参考２が「第三者評価制度について」です。制度の目的、概要等は、以前もご説明させていた
だいたとおりで、平成22年度も、現在、７月までの予定で申請を受付をしております。それから、
処理業者向けの説明会、認定事業者向けのフォローアップ研修等もこのような形で実施しており、
平成21年度の認定事業者数は183社ということで、数字の実績として掲げさせていただいており
ます。 
 それから、右側は参考３で、東京スーパーエコタウンに関する報告資料でございます。スーパ
ーエコタウンでも、東京都のほうで施設見学会を主催させていただいておりまして、スーパーエ
コタウン事業者の方々にご協力いただき、スーパーエコタウン事業の成果を広く情報発信し、リ
サイクル意識の向上と、先進的な廃棄物・リサイクル技術の普及を図るということで、年間20回
程度の見学会を実施させていただいております。それぞれここ３年間の参加人数等の実績が出て
おります。また、このほかにも、行政視察や一般の方なども個別の事業者さんで受けていただい
ているところです。 
 ２ですが、今年度、スーパーエコタウン事業者の方々が自主的に取り組んでいただいている事
業で、温室効果ガスの削減効果の算定の調査研究を現在進めていただいております。スーパーエ
コタウンの各事業者の方々によりまして、各施設の廃棄物処理に伴う温室効果ガスの削減効果に
ついて試算されているところです。具体的な内容は、各施設からの温室効果ガス排出量の算定と、
通常、実施される方法で処理した場合と比べてどのくらい温室効果ガスの排出が削減されている
のかということを、今年度、調査研究していただいているところでございます。 
 ３として、東京スーパーエコタウン施設における実績ということで、処理量と売上高、これを
合算した数字ですが、掲げさせていただいております。上のほうは、８施設の合計値ということ
で、日本環境安全事業株式会社はＰＣＢの処理をしている施設でありまして、処理量を稼ぐとか
売上高を上げるということとは性質が異なる事業ですので、除かせていただいております。それ
から、成友興業株式会社は平成21年７月から稼働しているため、21年度で処理量が増えておりま
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すのは成友興業さんの分とご理解いただければと存じます。 
 それから、下の売上高ですが、平成21年度決算は、各事業者さんがそろっていませんので、平
成19年度、20年度の実績を参考まで掲げさせていただいております。 
 次に参考４として「廃棄物再生事業者登録制度」でございます。一般にもあまり知られていな
いかと思われる部分もありますので、簡単にご説明させていただきます。 
これは、廃棄物の減量化・再生促進のために、一定の要件を満たした事業所を登録することによ
りまして、優良な事業者の育成を図り、また、登録を受けた事業者の方に対して市町村が市の再
生事業・リサイクル事業を進める上で必要な協力を求めることができるという法律の位置付けで、
市町村と廃棄物再生事業者の方々との連携・協力体制をつくるというものです。登録後は、定期
的な立入りと３年ごとの実績報告が義務付けられておりまして、現在、排出事業者の方々がリサ
イクル事業者の方と契約するときに、いわゆる資格要件として、この制度を登録しているという
のが近年注目されておりまして、再生事業者の方々の間でも登録が進んでいるところでございま
す。東京都で言いますと、そこにありますように、特に昨年から今年にかけてはかなり登録件数
が伸びております。 
 右側が、参考５として、資源ごみの抜き取りに関する資料でございます。資源ごみの抜き取り
は、都内のどの区市町村でもかなり大きな問題ということで取り組んでいますが、数値的に件数
等がとらえられない――知らない間に抜き取られるということもありますので、何件あるかは数
字としてなかなか出しづらいところがあります。こちらは、都でアンケート調査をしたのですが、
都内の区市町村で、一応資源ごみの抜き取りの被害があったとお答えになった区市町村が32、な
いと答えた区市町村が５、わからないとお答えになったところで25ということで、かなりのとこ
ろで被害が発生しているのではないかと推定されます。 
 それから、抜き取りを防止するために、いわゆる抜き取り防止条例というものが最近は注目さ
れておりまして、区部で言いますと、23区中16の区が抜き取り防止条例を設けております。多摩
地域では４にとどまりますが、このような区市町村が抜き取り防止条例をつくっております。内
容は、いわゆる行政収集だけではなく、住民の方々が行っている集団回収も対象としているとこ
ろが、区部では５、多摩地域では３。罰則規定を持っているところが区部では13、多摩地域が１
でございます。罰則の具体的な内容としては、氏名等の公表、罰金または科料となっております。 
 下にありますが、世田谷区が、区の条例に基づきまして、古紙持ち去り事業者を告発したとい
う事件がありました。これは、平成20年７月、最高裁において有罪が確定したということで、一
応刑が確定しているということがございます。 
 それから、抜き取りに対する対策ということでは、多くの区市町村で対策を講じておりまして、
具体的な内容は、貼り紙ですとか、ネット、シート、見張り、パトロールで回るというようなこ
とが行われております。これが資源ごみの抜き取りに関する資料でございます。 
 参考６として「産業廃棄物処理技術の高度化促進」ということで、先ほどご説明しましたが、
現在、都が実施しております具体的な内容でございます。環境への負荷の少ない廃棄物処理・リ
サイクル技術の開発促進のために、先進的な事業者の育成を図るために、現在、相談事業、実証
研究支援、情報発信の３分野をセットで施策を進めているところでございます。 
 具体的な相談事業は、都内の処理施設または積替保管施設等を有する産業廃棄物処理事業者の
方々を対象として、処理施設についての施設改善、維持管理や保管基準等に関する相談に乗って
おります。相談主体は、財団法人東京都環境整備公社、都の外郭団体に委託して行っております。
相談料は無料でございます。 
 ②ですが、実証研究支援は、処理業者等が実施されます、廃棄物処理及びリサイクルに係る実
証研究に対して都が支援を行うという制度で、本日出席していただいております高橋会長の会社
ですが、高俊興業さんが事業者として参加していただいておりまして、人工芝リサイクルシステ
ムに関する技術開発の実証研究をしていただいております。これは都で公募して選ばれて、取り
組んでいただいておりますが、選定理由としては、人工芝が全国で年間約100万㎡程度発生し、
埋立処分が主となっていると。このリサイクル技術が開発されることにより、最終処分場の削減
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が図れるということで研究をしていただいております。研究場所としては、中防にあります東京
都環境科学研究所の実験用スペースを利用していただいております。 
 ③情報発信ということで、廃棄物処理及びリサイクルに関する技術情報、業界の動き、各種行
政情報などを、インターネット上で見られるようにいたしまして、処理業者の方々が適正処理を
行うための判断材料としていただくという情報発信事業を昨年度から行っているところでござい
ます。 
 参考７には、ただいまご報告いたしました人工芝のリサイクルシステムに関する技術開発の実
証研究ということで資料を付けさせていただいております。後ほどご参照いただければと考えて
おります。 
 参考８ですが、先ほどの資料の最後に載っていました、東京の処理技術等の国際的な発信に関
連する情報ということで載せさせていただいております。これまでも東京は、アジア大都市ネッ
トワークという、アジアの21の都市でネットワークを組んでいるものですが、そうした市から研
修生の方をお迎えして、東京都で廃棄物処理技術等を勉強していただくなどという取組もしてお
ります。 
 さらに、「Ｃ４０ ロンドン廃棄物ワークショップにおける報告」ですが、Ｃ４０というのは、
世界大都市気候先導グループということで、世界の大都市間でネットワークをつくりまして、気
候の変動対策に取り組んでいこうという運動体でございます。東京都は、平成18年12月に参加し
ております。 
 このうちの、ロンドンの廃棄物ワークショップがこの３月に開催されて、その報告ということ
で、Ｃ４０のニュースレターから抜粋したものでございます。下のほうに簡単な訳を付けさせて
いただいております。具体的には、２段落目の下から２行目くらいのところ、「東京は熱分解な
どの新技術や、スーパーエコタウンの取組みについてプレゼンテーションを行った。」というこ
とで、このような場にも私ども環境局から職員が参加しまして、東京の情報・技術の紹介などを
していることの一例ということで、資料を付けさせていただいております。 
 長くなりましたが、説明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。 
 それから、本日は、東京産業廃棄物協会の高橋委員にご出席いただいておりますが、先ほどの
第三者評価制度、静脈ビジネスの健全な発展に関しまして、コメントがありましたらお願いした
いと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 
 
【高橋（俊）委員】 基本的な考え方について。静脈ビジネスの発展・促進の基本的な考え方に
つきましては、廃棄物・リサイクル事業者が今後、処理の高度化、温室効果ガスの削減に積極的
に取り組むべきであるとされておりますことは、私ども業界も同感です。また、排出事業者につ
いては、廃棄物の排出者の責任を自覚し、適切な処理コストの負担を負う必要があるとしている
点は、これまで私ども協会では、議会・行政に対して要望を重ねてきたことであり、こうした考
え方を明確に打ち出していただけるようお願いいたします。 
 なお、適切な処理料金負担の関係からも、東京都がさまざまな施策を進めていく上から、適正
処理料金が実現しないダンピング等の問題など、廃棄物処理業界の実態把握が重要であると思い
ます。実態把握に努められてはいかがでしょうか。 
 次に、具体的な施策の方向（案）について。これは、排出事業者向け対策と処理業者向け対策
があろうかと思います。静脈ビジネスの発展・促進の具体的な対策として、優良な処理業者が市
場で正当な理解や評価を得るために積極的な取組を進められることは、我々の長年の願いであり、
ぜひともお願いいたします。昨年度からスタートした東京都の第三者評価制度は、そうした優良
事業者育成に向けた取組の大きな柱であり、小泉先生を座長に、行政、事業者が知恵を出し合っ
て検討し、構築された制度であろうかと思います。 
 資料に記載されているように、排出事業者に向けた第三者評価制度の認知度の向上、認定処理
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業者に対する強力なフォローアップ、小さな業者から大きな業者まで、処理業界全体のレベルア
ップなど、今後取り組むべき課題がいろいろありますので、ぜひ制度の検証を行い、東京都だけ
ではなく、評価機関や排出事業者、処理業者の声を取り入れた見直しを進め、よりよい制度にし
ていっていただくようお願いいたします。 
 なお、都の第三者評価制度につきましては、私どもの会員からもいろいろ意見があります。認
定審査に関しては、新規はともかく、更新の場合には簡略化を図るべきである、あるいは、処理
業者にも排出事業者にも、もっと明確なメリットやインセンティブが必要であるなどの意見があ
りますが、最も多いのは、申請手数料の引き下げの要望でございます。評価事務を行っている評
価機関と制度の主管者である東京都におかれましては、申請手数料などの負担の見直しを要望と
してお願いいたします。 
 第三者評価制度が走り出したところで、このたび、廃棄物処理法の改正が行われ、優良業者に
ついては、更新の許可期間が、これまでの５年を政令で７年にするとの話が出てまいりました。
こうした国の制度改正が東京都の第三者評価制度に大きな影響を与えることも考えられ、私ども
も、心配されている会員からの問い合わせに明確なお答えができず、苦慮しております。そのあ
たりの整理も進めていただければありがたいことです。 
 スーパーエコタウン事業につきましては、外部に向けた積極的な情報発信は非常に大切なこと
でありますが、現在の事業の状況を考えると、未処分のままとなっている土地について、スーパ
ーエコタウン進出事業者の事業発展や、より高度のリサイクルや各事業者への連携を進めるため
の事業者共同企画などに活用を図ることも重要ではないかと考えております。 
 また、せっかく臨海部の港湾区域にありますので、処理したものや製品の海上輸送について、
リサイクルポート、モーダブルシフトといった観点から、積極的に進めていくべきではないかと
思います。このため、環境局だけではなく、港湾局などとも連携し、東京都としての積極的なバ
ックアップがあってもよいのではないかと考えております。ご検討のほどお願いいたします。 
 
【小泉部会長】 どうもありがとうございました。 
 高橋委員のいろいろなコメントも踏まえて、事務局からご説明いただいた資料について、これ
から、ご意見、ご質問等がありましたらお願いしたいと思っております。 
 まず、高橋委員のコメントに対してのお答えを事務局からいただきましょうか。よろしくお願
いいたします。 
 
【産業廃棄物対策課長】 高橋委員、貴重なご意見をありがとうございました。今後の廃棄物の
取組全体についての基本的な方向性と、あとは、昨年やりました第三者評価の件について、大き
くは２点だったと思います。 
 まず、１点目の廃棄物の今後の施策の方向性として、御協会のほうでも、排出事業者に対して
の明確なコスト負担とか、そうしたことを打ち出すべきではないかということにつきましては、
東京都も全く同じ考えであります。昨年の第三者評価でも排出者責任の説明会等を７回行いまし
て、1,000人以上の方がご出席したということで、排出事業者の方々の意識も変わりつつありま
す。今回、法が改正されて罰金を引き上げるということもありますので、排出事業者責任がある
ことを引続き十分にさまざまな関係団体に周知徹底していきたいと思っております。 
 また、業界全体の基本的な方向のもう一つの大きな柱は、やはり業界の実態がどうなのかとい
うことの把握がされていないというご指摘がありまして、私ども、許可業者のいろいろな情報が
ありますが、高橋委員がご指摘のとおり、景気低迷で、ダンピングの状況や業界再編など新たな
いろいろな動きが出てきていますので、まさにビジネスとして発展できるかというところにつき
ましては、そうした実態も踏まえないと、遵法性で許可するだけということではなかなか的確な
施策が打てないということがありますので、健全なビジネスの発展のためには、そうした経営実
態等を含めて把握に努めてまいりたいと考えております。 
 最後に、第三者評価につきましては、一つは、去年、さまざまな関係者の方からのご意見等を
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伺いまして、ようやく船出した制度です。業界全体を底上げするという制度ですので、委員ご指
摘のとおり、小規模事業者の裾野を広げて、いかに取り込んで、全体が優良化していくかという
点が重要であるということもございます。また、既に認定された方についてのフォローアップが
重要であることも認識しております。こうした点につきまして、今後の検討課題として、制度改
正の充実を図ってまいりたいと思っております。 
 また、ご指摘があった手数料につきましては、国の制度と違って、東京都の場合、書面だけで
はなく、実際に現地に行って、ヒアリング等かなりきめ細かなことをしていますので、手数料的
にも経費がかかることはありますが、工夫できるところは工夫して、評価機関等と検討を一緒に
しながら、手数料の引き下げ等について検討してまいりたいと考えております。 
 最後に、国の法改正との関係ですが、これにつきましては、今、政省令なども、国のほうも詰
めているところと聞いております。引き続き国の情報を収集しながら、東京都の制度につきまし
ても整合性を図ってまいりたいと考えております。 
 とりあえずご説明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。 
 高橋委員、よろしいでしょうか。 
 
【高橋（俊）委員】 はい。 
 
【小泉部会長】 それでは、どうぞお願いします。 
 
【資源循環推進課長】 高橋委員からご質問がありましたうちのスーパーエコタウンの関係につ
いて、まず、未利用地等の今後の活用の問題ですが、先ほども少し申し上げましたように、今後、
この部会の議論等も踏まえて、どのような活用の仕方がいいかということは、今後、関係者の
方々とも十分調整して決めていきたいと考えております。 
 それから、最後にご提案いただきました海上輸送などのためのリサイクルポート等の整備とい
うご質問でございます。これは、以前もこの部会で問題になりましたけれども、いわゆる静脈物
流の効率化は私どもも重要な問題と認識しております。特に臨海部は、今後、臨港道路等ができ
ますと、城南島から若洲までが連携されまして、ある意味、静脈物流を効率化するチャンスと考
えております。そうしたときに、地域の物流圏と海上輸送をつなぐ物流拠点のようなものが必要
になるのかなということは考えております。 
 ただ、具体的にどの土地を利用してというような話まではこの場ではできませんが、ご指摘の
点は、私どもも重要な課題であると考えているところでございます。 
 
【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、高橋委員。 
 
【高橋委員】 はい。 
 
【小泉部会長】 ありがとうございました。 
 それでは、委員の皆様方から、ご質問、ご意見等を伺いたいと思います。 
 
【黒川委員】 状況を全然理解していないので、素人的な質問かもしれませんが、今、廃棄物を
出す方というのは、処理していただく方、持っていっていただく方をどうやって決めているので
しょうか。幾つか事業者の方がいて、どれくらいの料金を支払えば、どういうふうに払えるのか
ということに関して。 
 例えば建設廃材は、国の建設情報センターというところが各県ごとにシステムをつくって、登
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録業者というか、コリンズ・テクリスとかいう制度をつくっていて、どこで建設廃材が出たら、
それを必要としている建築現場は別にどこにあるかということがわかっていて、一番近い距離の
ところをできるだけ結びつけるようなシステムができていて、それがマーケットになるわけです。 
 廃棄物の場合には、どういうふうにそのマーケットができているのか。だれがどれを選択して
いるのか。本当にいろいろな事業者を、廃棄物を出す人のほうが選べる環境になっているのか。
その実態はどういう感じなのか教えてください。 
 
【産業廃棄物対策課長】 まず法の関係ですが、廃棄物処理法上では、排出事業者が最後まで、
中間処理から最終処分まできちんとした契約を結びなさいという規定になっております。ただ、
おっしゃったように、どこにそういう事業者がいるかわかりませんので、個々には、近くの処理
業者の営業活動、あとは、実際に複数来た場合には安いところに落としているというのが現実か
と思っております。 
 今回の第三者評価制度で、ある程度、こうしたきちんとした業者に任せれば、排出者責任とい
うことで、最終的な処分や処理まで適正な処理ができる業者を選べることがようやく始まったと
いうことですので、今後、そうしたところを広げていって、排出業者側が事業者を選べる、一つ
のメルクマールとしての制度の充実を図っていくことが課題かなと思っております。 
 ですから、実際に自分たちで、各事業者によっても体力が違いますので、例えばホームページ
で、こういうことができますと表明している事業者もいますし、地域で回って営業活動をしてい
る方もいますので、具体的な営業活動で排出者と事業者の結びつきはさまざまな実態があるのか
なと思います。 
 
【小泉部会長】 では、安井委員、どうぞよろしくお願いいたします。 
 
【安井委員】 質問ですが、２番目に、「高度化」という言葉が出てまいります。その「高度
化」の中身は何かと見てみると、どちらかというと、ＣＯ2の排出量が少ない処理法とか、ここ
には書かれていませんが、要するに、今まではあまりリサイクルできていなかったものがリサイ
クルができるようになって、結果的にリサイクル率が向上するとかいうことのように思われます
が、実を言うと、現実の高度化は、先ほどありましたように、いかに最終処分量を減らすという
ことではないですかと申し上げたい。そこが本当の意味の高度化なのではないかと。 
 そうなってくると、要するに、瞬間的にリサイクルをして、ごみが目の前から消えればいいと
いう考え方のリサイクルではなくて、最終的にそれがまたリサイクルされ、それがまたリサイク
ルされ、結果的に、どれほど最終処分地がどのくらい減ったかということを高度化の指標とすべ
きだと思いますが、いかがでしょうか。 
 
【小泉部会長】 今、安井委員から非常に斬新的な提案がありましたが、いかがでしょうか。 
 
【資源循環推進課長】 大変勉強になるご指摘でありまして、今後、そういう指標も考えながら、
このような施策に取り組んでいければと考えております。また、いろいろとお教えいただければ
と存じます。よろしくお願いいたします。 
 
【廃棄部対策部長】 先生がおっしゃる主旨は、前の専門家会議でも出ましたが、いわゆる廃棄
物部門から、具体的にこうしたような新しい技術を開発すれば、こういうふうに減るんだという
ことをもう少し積極的に、素材とか分子とかいうレベルまで下がってきて展開すべきではないか
というようなお話かと思いますが。 
 
【安井委員】 技術もそうですが、ともかく循環静脈ビジネスというと、今、リサイクルしか頭
にないんですよ。ところが、リサイクル以外にも、本当のことを言うと、国の循環法、基本法だ
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って、実を言うと、優先順位はリサイクルは最後になっていて、その前にリデュース、リユース
をやれと言われているわけです。そこを考えていくと、なぜそうなのかと。東京都の場合には、
ご自分たちで、一番重大である最終処分地に限界があるということが、やはりそこに組み込まれ
てきて、何か統一的な話になって当たり前と、こういう気がするという話です。 
 
【廃棄物対策部長】 お話しいただきましたように、最終処分場に関して、例えば金属くずとい
うことで、いわゆる小型電子機器等が入ってきておりますので、そうした観点からは、レアメタ
ルに関してのリサイクルをどういったレベルまで引き上げていいのかとか、技術開発も含めての
検討に関しては視野には入れているつもりではおります。 
 
【小泉部会長】 どうもありがとうございました。 
 それでは、辰巳委員、よろしくお願いします。 
 
【辰巳委員】 安井先生がおっしゃったことと少し関係するかもしれません。今、具体的な施策
で、資料２の１ページ目で、対象になっているのが、排出事業者、処理業者、あとはリサイクル
業界と書いてあって、排出事業者に向けて対策して、勉強会を開いたりいろいろなさっています
が、私は、排出事業者よりももっと前のところで、生産する人にも関連してくるのではないかと
思います。私も３Ｒの順序のことはすごく気になっていますし、あと、ＤＦＥというか、排出事
業者がどういうものを使って廃棄物を最終的に出すかというところのことも、もう少し深く考え
たほうがいいのかなと思っております。それが一つ。 
 もう一つ。私もエコタウンを見せてもらったことがあります。まだそんなによく活動していな
い時期だったのかもしれませんが、リサイクルをしようとしても、原料がなかなか入ってこない
ということをそのときは聞いた記憶があります。市民ももっときちんとリサイクルできるルート
に乗せてほしいということを言われた記憶があります。今回のお話では静脈ビジネスとなってい
るので、そういうところはないかもしれませんが、原料をきちんと集めてくるようなルートやシ
ステム、それが今の中では、排出事業者と処理業者の話しかありません。そのあたりはどのよう
に考えるのか私はわからなくて、私の立場からすれば、回収するシステムというか、都民から出
てくるものを、廃棄物に行かないで、うまくリサイクルのところに回るようなシステムはどうな
っているのかということをお尋ねしたいです。 
 
【小泉部会長】 では、事務局からお答えをよろしくお願いします。 
 
【資源循環推進課長】 ただいまのご指摘は、私どももそのとおりと考えておりまして、今回は、
静脈ビジネスということで整理させていただいたのでこういう形になっておりますが、静脈側だ
けの話ではなくて、静脈側から動脈側にものを申すといいますか、最終処分場を持っている我々
から生産する段階の人まで、あるいは、使う人々にまでいろいろと問題提起していくことは重要
だと考えております。 
 それは、以前ご議論いただきました３Ｒのほうのリユース、リデュースというほうに施策とし
て取り込めればと考えております。 
 
【調整担当参事】 エコタウン担当の谷川でございます。 
 先ほど、原料が入ってこないというお話がございましたが、金属ですと、情報機器あるいはそ
ういうところが２社ありますが、現状では、かなり物は入っていると認識しております。 
 ただ、食品廃棄物につきましては、一廃、産廃がありまして、現状では、一廃の場合は、金額
がある程度決まっておりまして、その金額を上回ることはなかなか難しいところがありますが、
それにつきましては地元の自治体とお話をして、できるだけ入れやすいような状況で促進してい
るところで、現状、食品についても８割近くは入ってきていると認識しております。 
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【小泉部会長】 どうもありがとうございました。 
 それでは、崎田委員、お待たせいたしました。 
 
【崎田委員】 質問と、それに関連した意見を申し上げたいと思います。 
 まず質問ですが、スーパーエコタウンに関して、私、１年くらい前に、この会社の中の３社ぐ
らいを重点的に見学させていただいたことがあります。それで、今日は高俊興業さんもいらっし
ゃいますが、１年くらい前に伺ったときには、例えば、現地にスーパーエコタウン案内所がある
といいと思いました。この施設全体が、それぞれがどういう事業をされていて、どういうふうな
技術や機能を持っていらっしゃるのか、それでどういうところを視察すると全体像がよくわかる
とか、ゼロエミッション化とか将来のことを考え、どう連携していっているのかとか、そういう
ことをきちんと説明していただいたり、すぐにわかるような場所が１カ所、きちんと真ん中にあ
るといいなと強く思いました。そのときには、伺ったときにはまだなかったのですが、今、そう
いうものはありますか。その関連の意見をその後に申し上げたいのですが。 
 
【調整担当参事】 残念ながら、今、そういう場所は中にはありません。 
 ただ、先ほど言いましたように、年20回ほど見学会を実施させていただきまして、かなりの参
加者を得て説明させていただいたところでございます。 
 
【崎田委員】 
 ありがとうございます。こういうふうにきちんとした総合パンフレットができたりして、それ
が進んでいることはよくわかりました。 
 なお、現地に行ってみると、１社１社のすばらしさプラス連携して循環型社会をどうつくって
いるのかみたいなことが、きちんと、もちろんそれぞれの会社から説明はいただきますが、全体
像がわかったほうが、例えば見学者への普及啓発、海外からの視察の方への情報発信などがうま
くいくのではないかという気がしました。もちろん、その建物はどこが整備して、人は参加各社
が派遣してくださるとか、いろいろなやり方があると思いますが、そういうところができたほう
がより発信できるのではないかと思いました。 
 もう一つ。普及啓発効果だけではなくて、そのときには、熱とか電力ができているのを連携し
て使うみたいなことは、街区が違うとなかなかできないというお話でしたが、徐々にそういうも
のは、効率的に申請すれば、電力さんも、法律的にも、特区とかいろいろなことで、新しいやり
方でやっていこうという流れもできています。熱やエネルギーなど、そういうものを集約的にき
ちんと使って、一社で使いきれない分は、全体の街区で使うとか。何かそういうような総合展望
のようなものがあってもいいかなと少し思いましたが、最近はどんな状況か伺えればありがたい
と思います。 
 
【調整担当参事】 その点につきましては、残念ながらと言わざるを得ないのですが、各社さん
で独自に取り組んでいただいているのが実情です。 
 視察の件に関しましては、一般の方は年に20回ほど企画しておりまして、そのほか、海外の方、
行政の方、そういう方々につきましては、我々のほうで単独で受けて、企画をし、スーパーエコ
タウン全体のことも含めて説明をさせていただいているところでございます。 
 
【小泉部会長】 よろしいでしょうか。 
 
【崎田委員】 わかりました。将来的に、ゼロエミッションとか、それぞれのいろいろなよさを
どうつないでいくかということがもっと重要になってきたときに、何かそういう、一緒に取り組
むみたいなことを考えていただくのもありがたいかなと思いました。 
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【廃棄物対策部長】 補足させていただきますと、今、崎田委員がおっしゃいましたように、個
の企業のプレゼンテーションというか、そういったものだけでは不足だと思っておりまして、２
年前にも一度、エコタウン全体でのシンポジウムを開催させていただきました。そういったよう
な取組ですとか、今回、ＣＯ2関しては、どれだけエコタウン全体で、リサイクルを行うことに
よって減らすことができているのかということに関して、事業者自らが行うということで今取り
組まれておりますが、そういう形で見ると、全体としてのパフォーマンスというか、位置付けを
はっきりさせていると思っております。 
 その中で、コストの面もありますが、先ほどおっしゃったような、オペレーションセンターの
ようなものもできればと思っておりますが。 
 
【崎田委員】 違った企業が皆さん共同で何かつくるとか、何かちょっとそういう‥‥。 
 
【廃棄物対策部長】 はい。 
 
【小泉部会長】 どうもありがとうございました。 
 上田委員、お待たせいたしました。 
 
【上田委員】 産廃関係の発言がありまして、その後、リサイクル業界の発言の機会があるかと
思っていたのですが、もう時間もないものですから、リサイクルの、いわゆるもっぱら物の現状
並びに課題点、今後のあり方を述べさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 
 
【小泉部会長】 はい。お願いします。 
 
【上田委員】 時間が押してしまいまして、はしょるところもありますが。 
 現在は、鉄、古紙、プラスチック関係も販売先がグローバル化して、古紙などは２割以上が輸
出されている、鉄も同じようなものということですが。あと、価格的には安定に入っているとい
うところです。プラスチック関係は、これは専ら物ではないのですが、専ら物と同じような行動
を我々はとっています。これもだいぶ分別精度が向上し、資源化されています。 
 ただし、問題点は、紙などは、全体が縮んでしまっているということ。それから、日本ではリ
サイクルしきれないという、先ほど申し上げましたようなもの。それから、リターナブルびんは、
ＰＥＴ等のこともありますが、それ以上に、再使用が、一時の５分の１ぐらいしか数量がないと
いう関係になっております。カレットはカレットで100％国内で選別されたカレットが使われて
いるのが現状です。 
 私どもの扱っている専ら物と言われるものは、ご存じかと思いますが、大変優等生で、世界を
みても、日本ほど専ら物の品質がよく、回収されて使われているものはないかと思っております。 
 さらに、効率的で持続的な質の高いリサイクルシステムの構築ということで行動しております。
その中で、昭和46年に制定された専ら物という概念ですが、これは、古紙、銅も含めたくず鉄、
カレットを含む空きびん、古繊維、４種類が指定されております。プラスチックやＰＥＴ類、魚
さい、こういうものが有効にリサイクルされて、環境問題に対して、公害を発生していなくでき
ているものも、専ら物ではなく、グレーの形で、今言った業種の指定もないような、こんな状況
ですから、これをはっきり、専ら物なら専ら物、ほかの指定なら指定するということを、国でで
きなければ都でもやっていただけないか。 
 それから、第三者評価制度は、私どもは、許可が要らない業種ですから、自主的に全国の組織
で、例えば古紙は適格事業所の認定、あるいは、アドバイザーの認定、これは一定の知識があれ
ばアドバイザーとして認めると。これが全国的に進んでおります。それから、回収の段階で、こ
れは専ら物をすべて含みますが、日紙連さんで再生資源回収事業者認定制度というものを、自分
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たちで認定するということもしていまして、両方とも、リサイクルの証明書を自主的に発行して
実施しております。古紙の場合には、ジャパンブランドをつくろうということでございます。 
 あと、新規用途についてですが、技術についてです。これは、先ほど言いましたように優等生
の部分ですから、メーカーなどで日夜進んできております。この技術も世界有数のものと思って
おります。ただし、そのほかの用途として、先ほど配りましたジャパンクリエイティブルという、
これは全国組織でつくった新商品開発会社ですが、ボンテラン工法というものをしております。
時間がないので説明は省きますが、これだけの実績が全国であります。 
 東京都につきましては、水道局さんの三郷浄水場、東京都の汚泥、これだけで残念な部分です
が、大量発生している汚泥を使い切れない古紙で再生利用ということで、使うものが埋立だけで
はなくていろいろな方面に、緑化その他にも使えますので、これの援助といいましょうか、それ
もお願いしたいと思いました。 
 それにつきましては、先ほどの人工芝の制度についての質問ですが、これは、補助は100％で
しょうか、50％でしょうか。これはまた後で返事をいただければ結構です。 
 あと、国際化云々情報発信としては、古紙としては、今年、ドイツの世界大会に参加しており
ます。５年後には日本で世界大会が開けないか、こういうことをしようかという動きに入ってお
ります。鉄のほうも、国際的に交流しようということで進めております。これについても、いろ
いろアドバイスをいただければと思います。 
 
【小泉部会長】 時間の関係もありますので、まとめていただければと思います。よろしくお願
いします。 
 
【上田委員】 そうですね。わかりました。 
 もう一つだけ。廃棄物再生事業者登録制度の活用ということですが、これは、現在、問屋業に
ついてはなされていますが、回収業もできるような形で、仮称でも結構ですが、資源物回収事業
者登録制度を東京都さんでやっていただければ、大変利用価値が出てくるかと思います。これを
抜き取り防止のほうにも活用できるかと思います。 
 まだ２～３ありますが、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。 
 予定していた時刻になってしまいましたが、少し継続してもよろしいですか。 
 
【資源循環推進課長】 はい。 
 
【小泉部会長】 それでは、今のことに関して、事務局からお願いします。 
 
【資源循環推進課長】 ただいまのご発言に対して、専ら物の問題や再生事業者登録の問題など、
法的な問題、制度の関係ですので、これはまた別の場で調整させていただければと思います。 
 それから、人工芝の補助についてお話がありましたが、東京都としては、補助金は一切出して
いません。場所を提供しているだけという位置付けでございます。 
 
【上田委員】 場所ということは、前は、土地の購入と言われたんですが、それは賃貸というこ
とですか。 
 
【資源循環推進課長】 土地というか、施設の一部をお貸ししているというだけでございます。 
 
【上田委員】 そうですか。それは、一般から見てだいぶ安い値段ですか。 
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【事務局】 正確に申し上げますと、事業者の方との共同研究という形でございます。公募して
選定した企業さんと東京都の共同研究ということで、施設は東京都の庁舎内の場所を使っている
という形で共同研究開発を実施しております。 
 
【小泉部会長】 ありがとうございました。後ほどゆっくりお聞きいただければと思います。 
ありがとうございました。終わった後にでもゆっくりお聞きいただければと思います。 
 
【上田委員】 はい、結構です。 
 
【小泉部会長】 高橋辰男委員、大変お待たせして申し訳ございませんでした。どうぞよろしく
お願いします。 
 
【高橋（辰）委員】 きょうは高橋が２人で、立場は逆でございますが。 
 お願いというか、もし実施されていればそれでいいと思いますが、第三者評価制度の中で、先
ほど、評価者の、細かく評価されているというお話がありましたけれども、今、廃棄物処理法の
法改正についていろいろ議論されている中に、我々排出事業者が処理業者さんを選定するときの
条件がいろいろありますが、その中で、現状、委託契約書の中に、中間処理業者から次の最終処
分場に行くところの業者名を書く欄があります。これについて、さらに、最終処分場へ出した数
量の情報公開をお願いしています。その辺のことが、評価者の方に既にされていれば結構ですが、
そこまで踏み込んで実施されればよろしいかと思いますので、そこを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。 
 ただいまのお話について、事務局からお願いします。 
 
【産業廃棄物対策課長】 昨年から、制度の中については、インターネット等で情報公開の項目
もありまして、事業者の名前や事業の概要、あとは、持っている車両がどうであるかという情報
公開はされていまして、今後の趨勢の中では、やはり情報公開をして、排出業者もきちんと見え
る形が大事かと思います。 
 ただ、産廃処理の業者の方々も、いきなり今の時点で全部を情報公開するのはなかなか難しい
ですから、徐々に、こういう情報公開できるものの項目を広げて、なおかつ裾野も広げて、全体
的によくなっていくことが大事かなと考えております。 
 
【小泉部会長】 どうもありがとうございます。 
 そのほかにいかがでしょうか。 
 
【江尻委員】 この論点整理案のペーパーのことですが、「具体的な施策の方向（案）」という
ことで、（１）、（２）、（３）とありまして、「排出事業者に向けた対策」、「処理事業者に
向けた対策」、その次が「リサイクル業界の健全な発展の促進」となっていますが、これは「リ
サイクル業者に向けた対策」とつなげるのはどうなのかなと。ここがよくわかりませんでした。
処理業者に関しても、業界の実態把握ということがここに項目として一つ挙がっていますけれど
も、リサイクル業界に対しても、まさに抜き取りの問題などいろいろありますことと、先ほど上
田委員からもありましたが、問屋さんの立場や回収業者の立場、いろいろな業態があるわけです
ので、その辺の実態把握を入れつつ、健全なビジネスが発展していくということを目指していく
というふうに、どうしてなさらなかったのかなと素朴に思いまして、述べさせていただきました。 
 
【資源循環推進課長】 大変失礼いたしました。これは、資料を作成している段階でいろいろ試
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行錯誤があって、最終的にねじれてしまったのですが、ご指摘のとおりでありまして、（３）は
「リサイクル業者に向けた対策」ということで、排出事業者、処理業者、リサイクル業者の方す
べてをまとめて静脈ビジネスの健全な発展を促進していくという位置付けということでご理解い
ただきたいと存じます。 
 
【小泉部会長】 どうもありがとうございました。 
 そのほかにいかがでしょうか。 
 
【辰巳委員】 東京都が水道ビジネスを海外に売っていくというお話がありましたよね。ああい
うふうに、例えばエコタウンのノウハウを、先ほど崎田さんがおっしゃっていたように、きちん
と循環になっているとか、カスケードになっているとか、いろいろなお話なども一つのノウハウ
だと思います。そういうノウハウをビジネスにする考えはないのでしょうか。 
 
【資源循環推進課長】 資料の論点整理の最後になります（３）に「資源循環技術の国際プロモ
ーション」という項目がありますが、最終的には、求めるものというか、理想とするというか、
そういう意味で言うと、水ビジネスを海外へ展開しているように、東京が持つそういう廃棄物処
理技術も海外に向けて紹介するだけではなくて、結果としてビジネスチャンスにもなると。民間
企業の方々にもご協力をいただいて、新たなビジネスがここで生まれるということを将来的に指
向していきたいと考えておりますが、資料に落とせるまでの具体的な施策がないものですから、
この場でこういった形にさせていただいております。 
 
【小泉部会長】 その辺のところは、ぜひよろしくお願いしたいと思いますし、大都市東京だか
らこそ世界に向けて発信できるようなビジネスになっていければ本当にいいなと思います。 
 また、静脈ビジネスということで、ある程度、廃棄物に特定した範囲で、環境局の審議会です
から、そういう範囲に限定せざるを得ないと思いますが、静脈ビジネスという概念になれば、も
っと広い範囲になっていくと思います。また、静脈だけではなくて、動脈との絡みでそのビジネ
スは展開しなければいけないし、そういう意味では、まだまだこの話は発展していくと思います
が、この審議会の中で、ある程度特定した、そうした中でのまとめをしていくことになろうかと
思います。 
 それをベースにして、それがもっと広くなっていって、ゆくゆくは国際的に世界に向けて出て
いくことになれば非常にありがたいと思っておりますので、ぜひよろしくお願いしたいと思いま
す。 
 定刻をだいぶ過ぎてしまいましたが、ほかに、本日発言しなければということはございますか。 
よろしいでしょうか。今回議論し切れなかった点は、次回また議論していきたいと思います。 
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】 次回の予定は、少し間が空きますが、次回は９月初めころに開催させて
いただきたいと考えております。別途、委員の皆様と日程を調整させていただいた上で決めさせ
ていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 
 事務局からは以上でございます。 
 
【小泉部会長】 どうもありがとうございました。 
 ほかに特にご発言がなければ、これで第４回計画部会を閉会いた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５時09分閉会 


