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午後２時 30 分開会  
 
【小泉部会長】 皆様、こんにちは。お忙しい中、お集まりいただきましてありがと
うございます。まだ数名、こちらに向かっている途中の先生方もいらっしゃいますが、
定刻になりましたので、これから第２回計画部会を開催したいと思います。  
審議に先立ちまして、事務局から確認事項をお願いいたします。  
 

【金子資源循環推進課長】 まず初めに、４月１日付けで環境局に人事異動がござい
まして、事務局に一部変更がございました。ご紹介をさせていただきます。  
一般廃棄物対策課長の梅村でございます。  
産業廃棄物対策課長の村上でございます。  
埋立調整担当副参事の太田でございます。  
申し遅れましたが、私は事務局を務めさせていただきます資源循環推進課長の金子

でございます。どうぞよろしくお願いいたします。  
続きまして、本日の出欠状況についてお知らせいたします。  
本日は、勝浦委員、杉山委員につきましては、ご都合により欠席と承っております。

ただいま委員の出席数は 10 名でございます。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。  
続きまして、本日の資料のご確認をさせていただきます。ダブルクリップで留めて

おります資料を順に確認させていただきます。  
１枚目が本日の会議次第でございます。２枚目の紙が、委員名簿と、裏面が座席表

でございます。  
資料１といたしまして、橋本委員にご用意いただきました「循環型社会の地球温暖

化対策」、Ａ４横判で 24 ページまである資料でございます。  
資料２「持続可能な資源利用に関する基本的考え方（案）」という２枚ものの資料

がございます。  
続きまして、資料３「論点整理案（低炭素化関連）」というやはり２枚ものの資料

がございます。  
資料４「論点整理案（資源有効利用関連）」、Ａ４一枚とＡ３を綴じ込んだものを綴

じた資料でございます。  
それから、資料５といたしまして、「今後の計画部会開催スケジュール（案）」がご

ざいます。  
このほか、机上に「東京における気候変動対策の成果と展開」という冊子が置いて

あるかと存じます。これについては、後ほど簡単にご紹介させていただきます。  
それから、委員の皆様の席上には、３月 25 日に開催いたしました前回計画部会の

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、恐れ入りますが、４月 26 日までに事務局までご連絡い
ただければ幸いでございます。  
それから、本日、この会議室は発言のシステムがありますが、通常どおりハンドマ

イクによる発言ということで、よろしくお願いをいたします。  
冒頭、事務局からは以上でございます。  
 

【小泉部会長】 ありがとうございました。皆様、過不足はございませんでしょうか。  
それでは、これより本日の議題に入りたいと思います。  
本日は、「各課題に対する今後の施策」の１回目ということで、低炭素化、資源有

効利用について議論いたします。  
まず初めに、循環型社会における地球温暖化対策について、国立環境研究所の橋本

委員から全体的なご説明をいただけるとのことです。橋本委員、よろしくお願いいた
します。  
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【橋本（征）委員】 国立環境研究所の橋本でございます。今日は、事務局のほうか
ら説明をということでしたので説明をさせていただきたいと思います。よろしくお願
いいたします。  
資料が 24 枚と多めですけれども、できるだけ 15 分ぐらいでお話をさせていただけ

ればと思っております。  
まず最初に、「 21 世紀環境立国戦略」というものをお持ちしましたけれども、こち

らの中では、低炭素社会、循環型社会、自然共生社会づくりの取組を統合的に進めて
いくことによって、地球環境の危機を克服する持続可能な社会を目指すということが
うたわれております。循環型社会、低炭素社会、自然共生社会というものが挙げられ
ているわけですが、相互の連携した取組が必要であるとうたわれているところです。
今回私からは、低炭素社会と循環型社会の連携のところについてお話をさせていただ
ければと思っております。  
この図の中では、３Ｒを通じた資源循環ということを循環型社会というふうに位置

づけておるわけですが、循環型社会のイメージも、人によってさまざまなものがあろ
うかと思います。現在、政府の公定訳は「Sound Material-Cycle Society」となって
おりまして、日本語にすると「健全な物質循環社会」という訳語を循環型社会に充て
ております。３Ｒだけでなく、少し広めの循環型社会ということを考えていくと、低
炭素社会や自然共生社会といったものも循環型社会の概念の中に含まれるような部
分もあろうかというふうに思います。  
具体的に、ごみ処理・３Ｒ活動と温室効果ガスの排出について少しまとめたものを

お話しさせていただければと思います。  
まず、「物質の一生と温室効果ガスの排出」と書いてございます。温室効果ガスは

私たちが使う物質の一生、すなわち採取から廃棄に至る全ての段階から発生している
ということでありますが、廃棄段階の技術やシステムを変えることによって、これら
の温室効果ガスの排出量は変わってくるということになります。  
まず、直接的には、廃棄段階の温室効果ガス排出量が変わるということで、例えば、

収集車を高燃費のものに変えると、収集運搬段階の排出量が減ることになります。ま
た、間接的な効果があるということがこの分野の特徴であろうかと思います。これは、
廃棄以外の段階の温室効果ガスの排出量が変わるということでありまして、例えば容
器包装のリデュースを行うと、原材料の採取、容器包装の生産、廃棄の全段階の排出
量が減るということになります。  
また、例えば容器包装プラスチックのリサイクルを行うと、分別区分が増えること

によって、収集段階の排出量は一般的には増加するということが言えると思います。
また、リサイクルを行いますので、リサイクルの段階の排出量が新たに加わるという
ことになります。一方で、それまで必要となっていた焼却、埋立段階の排出量を下げ
ることができる。ここが減少するということになりますし、資源採取、製品生産段階
の排出量も若干減るということが言えようかと思います。したがいまして、廃棄段階
の行動を変えることによって、その他のプロセスの排出量も変わってくるということ
になります。  
さらに、中古の冷蔵庫をリユースショップで購入して使うということを考えますと、

廃棄段階及び新しい冷蔵庫の生産段階の排出量、この部分を避けることができますの
で、ここの排出量は減るということになります。一方で、古い冷蔵庫は、エネルギー
効率が現状のものよりも悪いので、使用段階の排出量は減少しない。そのまま維持さ
れる。新しく買い換えれば、その分が減少するところが減少しないことになります。
こういった間接的な影響も出てくるということになります。  
前回の部会で、東京都の廃棄物からの温室効果ガスの排出量の報告があったと伺っ

ておりますが、こちらは全国で発生している廃棄段階での温室効果ガスを記したもの
になります。 2008 年度における温室効果ガス排出量の最新の確定値が、廃棄物部門
では  4,100 万トン程度ということで、日本の総排出量の  3.2％ぐらいを占める量に
なります。ただし、この図を見るときに少し気をつけなければいけないことがござい
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まして、これは私自身が温室効果ガスのインベントリから抽出可能なデータだけ持っ
てきて作成したものになっているということです。ですから、国が公表している廃棄
物部門からの排出量とは若干異なった数値になっています。  
と申しますのも、こちらは 2006 年のＩＰＣＣの温室効果ガスのインベントリを作

成するときのガイドラインの部門ですが、廃棄物の部門から直接発生する温室効果ガ
スというのは、実はインベントリ上は複数の部門にわたって報告されているというこ
とがあります。  
この部分はテクニカルな話になりますが、少し説明をさせていただければと思いま

す。インベントリ上の廃棄物部門というのは、固形廃棄物の埋立、焼却、廃水処理と
いったものが含まれる部門になっておりまして、この部門では焼却に伴う排出の中で
も、廃プラ、廃油等の燃焼、化石燃料系の製品の燃焼によるＣＯ 2 と、全ての廃棄物
の燃焼に伴うメタン、Ｎ 2Ｏの排出が計上されることになっております。さらに、埋
立のところでは、メタンの排出、Ｎ 2Ｏの排出が報告される。さらに、リサイクルに
ついては、コンポスト化のメタン、Ｎ 2Ｏの排出が報告される。また、その他につい
ては、し尿処理、廃水処理に係る排出が報告されるということになっておりますが、
実は廃棄物の処理から発生するＣＯ 2 というのはまだほかにもあります。  
それが実はほかの部門で報告されることになっておりまして、例えばエネルギー部

門では、収集運搬の燃料に関わる排出が報告されていたり、焼却の助燃剤、あるいは
焼却炉で使われる機器、そういった燃料の燃焼もこのエネルギー部門の排出として報
告されています。さらに、埋立地で使われる機器、リサイクルに関わる機器の燃料の
燃焼といったようなものは、全てこのエネルギー部門で報告されているということに
なります。  
また、埋立地にもし家電製品を直接埋め立てた場合に、そこから出てくるフロンガ

スといったものは工業プロセス及び製品使用部門というところで報告されることに
なります。リサイクルの過程で漏れているようなものもここの部門で報告されること
になります。  
さらに、廃棄物部門でバイオマス系のものを燃やしても、そのＣＯ 2 はカウントし

ませんということがよく言われますが、それは農業、林業及びその他の土地利用部門
で一旦ＣＯ 2 の排出を計上しているためです。このため、再び廃棄物部門では考慮し
ませんということで、ＣＯ 2 についてはこの部門で考慮されることになります。先ほ
どの図にある農業廃棄物の燃焼と家畜ふん尿の管理といったものは、実は農業、林業
及びその他の土地利用部門のところで報告されていて、分離が可能なものであったた
め、この２つを先ほどの図に載せています。  
以上の話を少しまとめたものがこのスライドになっておりますが、こちらはご覧を

いただければというふうに思います。  
それで、全体を見てみますと、廃棄物の焼却及び廃棄物のエネルギー利用に関わる

排出が非常に多くを占めているということがわかるかと思います。これが増加の傾向
にあったわけですが、近年、減少傾向にあります。これは、廃棄物の焼却のオレンジ
のところが減っているかと思いますが、廃棄物の中からプラスチック系のものが容器
包装リサイクル法のルートに乗って出ていっているということが反映されているか
というふうに思います。  
その一部は高炉還元剤化、コークス炉化学原料化などにより廃棄物のエネルギー利

用のところで計上されていますが、近年、制度上の理由で容リ法のマテリアルサイク
ルの比率が非常に高まっていることがありまして、排出量は減ってきている傾向にあ
ると考えています。  
ただし、こういった廃棄物のエネルギー利用は、化石燃料を代替するために使われ

ているので、日本全体としては温室効果ガスの排出削減に貢献しているということが
言えます。これらの２つに次いで多いのが家畜ふん尿の管理とか、埋立・コンポスト
化というようなものになっています。世界的に見ると、埋立地からのメタンが廃棄物
部門における主要な温室効果ガスになっておりますが、日本は焼却率が非常に高いた
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め、焼却に関わる部分が大部分を占めているということが特徴的な部分であるという
ことです。  
これ以降は、それぞれのプロセスに沿って、ごみ処理における地球温暖化対策、あ

るいは３Ｒにおける地球温暖化対策についてお話をさせていただければと思います。 
まず、収集運搬ですが、収集運搬の効率化、あるいは収集車の燃費向上、あるいは

収集車の燃料変換といったものがこの分野の対策になってこようかと思います。特に、
ごみの分別区分が増える方向にある中で、少量の異なるごみを効率的にいかに収集運
搬するかということが必要になってくるということです。ただ、この部分が仮に増え
たとしても、多くの場合、その増加分はリサイクルによる削減分を十分下回るので、
全体で見れば削減ということは言えるわけですが、ここの部分はコストにも関連する
ので、いかに効率的にできるかが重要になってこようかと思います。  
次に焼却ですが、先ほどご覧いただいたように、焼却から発生するＣＯ 2 が大きな

比率を占めているということで、廃棄物の、特に廃プラスチックのリデュースによっ
て発生量そのものを減らすということが 1 つ重要なアプローチになる。さらに、焼却
よりもリサイクルを優先させることで焼却量を減らすことが重要であるということ
が言えるかと思います。さらに、ごみの発電効率の向上であるとか、有効な熱利用と
いうことが対策になってこようかと思います。特に熱利用については、実は廃棄物の
分野で熱利用がどれだけの化石燃料を代替しているのかといったことについて十分
な情報がないという状況にあるかと思いますので、焼却炉の熱利用をいかに化石燃料
を代替するような熱利用にしていけるのかということが非常に重要な今後の課題で
はないかというふうに思っております。  
次に埋立ですが、埋立は生物系廃棄物の埋立回避であるとか、準好気性埋立、さら

にメタンの回収といったようなものが対策になり得ようかと思います。ただ、日本に
おいては、これはそれほど大きな部分ではないので、ここは飛ばさせていただきます。 
次に、リサイクル（熱回収）ですけれども、ＲＤＦ・ＲＰＦによる熱回収、さらに

生物系廃棄物のガス化、熱分解、あるいは発酵によるガス化、さらにセメントキルン
での熱回収といったようなことが対策になるかと思います。ＲDＦについては事故も
起こりましたし、貯蔵時の取り扱いに慎重を要することもあるのですが、人口密度が
低い地域で、ごみから効率よく熱回収するには有効な方法であることが言えるかと思
います。ＲＰＦ・ＲＤＦといった形態での熱回収は、焼却炉で熱回収するよりははる
かに効率が高い利用の仕方ができますので、より推奨されるべきであるというふうに
思っております。  
生物系廃棄物のガス化については、現状、技術開発過程のところもありますが、生

物系廃棄物起源のＣＯ 2は、カーボンニュートラルが成立する可能性がありますので、
こういった取組を進めていくことも非常に重要であると思っております。  
さらに、セメントキルンでの熱回収の部分ですが、既にたくさんのごみがセメント

産業に入ってきており、なかなか材料の代替という面では限界にきているのですが、
エネルギーとしての利用についてはまだ投入の余地があると考えられますので、こう
いった利用も進めていく可能性があるかなと思います。  
次にリサイクルですけれども、金属くずの再生利用、それから廃プラスチックの再

生利用、古紙の再生利用、厨芥・家畜ふん尿の再生利用について持ってまいりました。
金属くずは、よく知られているのはアルミニウムのリサイクルですが、鋼材について
も日本の電源構成のもとではＣＯ 2の排出量を６分の１ぐらいにすることができると
いうことで、リサイクルによってＣＯ 2 を減らすことができる典型例かと思います。
それから、廃プラスチックの再生利用ですが、多様なリサイクルの方法がありますし、
その費用を誰が負担するのかについてもさまざまな意見があるので、なかなかどれが
いいということは言いにくいのですけれども、現状のプラスチック製容器包装につい
ては、マクロには温室効果ガスの削減効果があるということが関係者のレポートにお
いても報告されています。理想形は、よく言われることでありますが、できるだけ質
の高いマテリアルリサイクルをまず行えるようにして、ケミカルに近い、あるいは熱
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回収といったカスケードをしていくことが理想かと思います。  
古紙の再生利用ですが、古紙については、紙の生産のためのエネルギー消費量は減

るのですが、エネルギー源が黒液という副産物をエネルギーとして使っているものが
化石燃料にシフトすることによって、つまり、再生紙の場合黒液が使えないので化石
燃料を使うということになってしまって、再生利用したほうが化石燃料起源のＣＯ 2
排出量は増加するということになります。ただ、紙の需要量が世界的に増加している
状況下で、古紙が再生利用されなかったら、森林の劣化や減少をどこかで招く可能性
があるというふうに考えるならば、そのＣＯ 2 排出量を適切に評価することによって
リサイクルを促進すべきということも言えるかと思います。  
さらに、厨芥・家畜ふん尿ですけれども、これも焼却、コンポスト化、メタン発酵、

ディスポーザなどのさまざまな方法がありますが、既存の研究を見ていますと、温室
効果ガス削減という観点からは、メタン発酵して発電する方法が有利であるというこ
とが言えるかと思います。  
さらに、高炉スラグや石炭灰のセメント原料利用も広く行われています。これらも

今後も進めていくべきところではありますが、セメントの需要という観点からいった
ときに、これがどこまで今後も続けられるかということは検討の余地がある部分かと
思います。  
さらに、リユース・リデュースの部分ですが、廃プラスチックの発生抑制、その他

のごみの発生抑制、さらにリターナブル容器の使用といったようなものがあり得るか
と思います。先ほども述べましたとおり、廃プラスチックの燃焼によるＣＯ 2 排出が
非常に大きな比率を占めておりますので、これをどう減らすかということが重要であ
るということです。最近では、レジ袋の削減ということが特にクローズアップされて
いますけれども、ライフスタイルを見直す 1 つのアプローチと考えるということが重
要かと思います。  
あと、リターナブル容器ですけれども、ペットボトルのリユース実験等も行われて

おりますが、リユースが有利になる条件というのは、回収率、利用回数が高いという
ことになりますので、ここをいかに担保するかということが、こういったシステムを
組む上で非常に重要であるということが言えるかと思います。  
それから、耐久財の長期使用・再使用ですけれども、これは冒頭でも少しお話しさ

せていただいたとおり、温暖化と廃棄物管理という両方の観点から見たときに、慎重
な評価が必要な部分であろうかと思います。家具のように、使用段階でエネルギーを
消費しないものは長期間使用することの効果というのはあるわけですが、自動車や家
電製品などの使用段階でエネルギーを消費するものについては、長期間使用すること
がいいのかどうかということについての判断基準が必要です。国環研のほうでも研究
を行っているところでありますけれども、どこまで使えば買い換えたほうがいいのか
といったことの判断基準をうまく示せることができれば非常にいいかなというふう
に思っています。ですから、ここについては、ごみ・資源対策と地球温暖化対策にト
レードオフが生じているということになります。  
最後に、ごみ処理・３Ｒ活動における地球温暖化対策の行政的位置づけということ

で、京都議定書目標達成計画の中でどのような記述があるのかということ。さらに、
循環型基本計画の中でどういった記述があるのか。廃棄物処理施設整備計画の中でど
ういった記述があるのかということをまとめたスライドを２枚用意させていただき
ました。こちらについては、ご覧になっていただければと思います。  
以上です。どうもありがとうございました。  
 

【小泉部会長】 どうもありがとうございました。大変システマチックにまとまって
いて大変参考になりました。ただいまのご説明につきまして、ご質問等ございました
ら挙手をお願いいたします。せっかくの機会ですので、いろいろお聞きできればと思
いますが、いかがでございましょうか。上田委員、お願いします。  
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【上田委員】 リサイクル（再利用）の古紙の再生利用のところでございますけれど
も、再生利用したほうが化石燃料起源のＣＯ 2 排出量は増加という根拠がわからない
んです。  私どもの試算では、古紙を使ったほうが、チップ、もしくは立木を切って
持ってきて高い熱で溶かしてやると、全体の熱の排出は古紙の約 3 倍である、そのよ
うに認識しているわけですが、トータルで見ますと、遠距離から持ってくるというこ
ともありまして、大変な熱量が使われているわけです。ですから、私どもの見解では、
古紙は使えば使うほど総エネルギーは少なくなる。確かに、バイオマス（黒液）はわ
かっておりますが、その黒液を使っているというのは、用紙関係のほんの一部でござ
います。板紙関係については、黒液は最初から一切使われておりません。そういうパ
ーセンテージから見ましても、板紙ですと古紙を 80％ぐらい使って、あるいは、モ
ノによっては 99％古紙を使ってやっているわけです。それを、立木から全部やった
としたら大変なものになるわけです。それで、これはグランドパルプですから黒液は
発生しませんから、燃料には使いません。そういうことからしますと、オールパルプ
でやったということと、古紙を使った、これの総合的な判断でやるべきだと思うわけ
です。古紙を回収しなければ、立木を切ってくるしかないわけですね。確かにチップ
は使っていますが、チップは製材等で発生したもの全量、それから産業廃棄物から出
てきた木材関係をチップにする、これが大変進んでおります。ですから、全体では立
木を切るというのはほんの少しで済んでいるわけです。しかも、それは植えているわ
けですね。そういうことで、必要量は現在、立木を植えているというのが製紙の環境
でございます。そういうものを総合して、全部エネルギーは古紙を使ったほうが絶対
的に総エネルギーは少ないし、全体でのＣＯ 2 は少ないし、化石燃料も使う率が少な
い、こういう具合に確信しているわけですが、もし私どもが間違っているならば、そ
の間違っているという根拠を示してもらいたいですし、私どもが正しければ、その正
しい根拠を研究していただければと思うのですが。  

 以上でございます。  
 
【小泉部会長】 いかがでしょうか。今のことに関しまして、答えのできる範囲で結
構だと思いますが、よろしくお願いいたします。  
 
【橋本（征）委員】 ありがとうございます。ここにも少し書かせていただいていま
すけれども、紙の生産のためにエネルギー消費量は減るということはおっしゃるとお
りです。できれば、そちらで試算されたものを見せていただければありがたいと思う
のですけれども。  
 
【上田委員】 こういうふうに試算したものを出されているので、先に見せていただ
きたいんです。といいますのは、ある製紙メーカーでは、古紙を使えば使うほど温暖
化ガスが出る。だから、古紙は使わないほうがいい。経費もよぶんにたつから、古紙
は使わなくてもいいというような失言をなさったことが一時ありまして、それは後に
撤回しましたけれども、これだけ読みますと、古紙を使わないほうが温暖化ガス発生
がなくて地球の環境にはいいんだと、そういうふうに見えますよね、この書き方です
と。その根拠をまず私どもに教えてください。私どもは素人ですから、皆さんの言っ
ているのを、また聞き、また聞きで、集約してこうであろうという推測をしているだ
けでございますので。現在、古紙センターでは、そういう試算を始めようということ
で取りかかってはおりますけれども、それはそれとして、こういう具合に書かれるか
らには、これだとどれだけ化石燃料を使う、この場合にはこうだと、その根拠を示し
ていただきたいと思うんです。板紙も含めてでございます。  
 
【橋本（征）委員】 紙のリサイクルに関しては、いろいろな研究がありますので、
そのデータをお示しできると思います。トータルとしてのエネルギー消費量が減ると
いうことは事実であります。リサイクルしたほうがエネルギー消費量は減ります。た
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だ、ここにも書いてありますとおり、バイオマス起源のものを勘定するのかしないの
かといったような問題がありますので、バイオマスのものもＣＯ 2として勘定すれば、
リサイクルしたほうがいいということになりますが、バイオマスのものを勘定しない
とした場合には、リサイクルしないほうがＣＯ 2 の面を見るといいという結果になっ
てしまうということは認めざるを得ないのではないかというふうに思っています。  
 そのときに、バイオマス起源のＣＯ 2 排出量をゼロとカウントしてもいいのかどう
かということが２点目のところで緑で書いてあることに関連するのですけれども、  
先ほどご説明がありましたとおり、もし木材が持続可能な植林された木材から全て入
ってきている、日本ではまだ一部入っていない部分があると思うのですけれども、全
てそういう状態になったとすると、恐らくリサイクルしないほうがいいのではないか
と私自身は思っています。ただ、現状で紙の需要量が今後も非常に増加していくだろ
うというふうに考えている中で、リサイクルしないことがいいのかといったら、そう
ではないだろうというふうにも思っています。１つは、そういう評価上の問題がある
ということはお話しさせていただきたいと思います。  
お話の中にあったダンボールについては、そもそもバージンからつくるものなのか

どうかということがありますので、そういうものについて、バージンの木材からつく
ったものと比較する意味があるのかどうかということもあるかと思います。古紙のリ
サイクルがいいか悪いかの議論は非常に込み入った問題です。  

 
【上田委員】 そうなんです。ですから、こういう具合に書かれますと、今、古紙は
使わないほうがいいんじゃないかとおっしゃいましたけれども、われわれは過去何百
年、  100 年どころじゃありません、環境にいいということで、こういう言い方をさ
れますと、温暖化も減らせると信じてこの道をやってきているのを丸っきり否定され
たように思うわけです。  
 
【小泉部会長】 議論伯仲ですが、安井先生、何かご意見ございませんでしょうか。 
 
【安井委員】 たぶんここで議論するのは大変だというのは事実ですけれども、恐ら
く今、橋本さんが言っている話はここのデータはＯＡ紙に限っての話だと思います。
要するに、ダンボールについて誰がちゃんとしたデータを出しているかというと、ほ
とんどいないんじゃないですか、ＵＳＡのデータで。ダンボール系、新聞紙系、要す
るにグランドパルプに関してはちゃんとしたデータはないんじゃないか、クラフト系
のパルプしかないんじゃないかという気がします。後でそれは確認いたしますが。  
 
【上田委員】 おっしゃるとおりだと思います。現在使われているクラフト系のパル
プ、それだけだと思います。  
 
【安井委員】 ええ。これはクラフト系の話だと思います。ですから、それ以上のデ
ータを橋本さんが持っているかどうか、それだけの問題だと思います。  
 
【小泉部会長】 事務局、どうぞよろしくお願いします。  
 
【井戸廃棄物対策部長】 おっしゃったように、古紙の再生利用につきましては、非
常にナーバスで複雑な問題もございますので、事務局のほうでも整理させていただき
まして、また次回の部会等で全体を鳥瞰するような資料を出させていただいて、その
中で議論していただきたいと思っております。  
 
【小泉部会長】 では、古紙につきましてもいろいろ議論があろうかと思いますので、
また次回以降、そういう数値があるならばそれに基づいて進めていけばいいと思いま
すし、よろしくお願いしたいと思います。  
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そのほかいかがでございましょうか。辰巳委員、どうぞ。  
 

【辰巳委員】 18 枚目のスライドのやはりリサイクルの件で、廃プラの再生利用の
ところですが、「理想形は、質の高いマテリアルリサイクル」と書いてあるのですが、
まず、マテリアルリサイクルをするときに何を代替するのかというのがＣＯ 2 に関し
ては大きな問題があるかなと思っていまして、ここでおっしゃっている「質の高いマ
テリアルリサイクル」というのは、一般廃棄物になった市民の手から集めるようなも
のであると可能なのかどうか、教えていただきたいと思っています。  
 
【橋本（征）委員】 まず、現状、容器包装で分別するのはペットだけですね。その
他のプラスチックは全て混合して収集する形態を今はとっているわけですが、家庭か
ら出てくるプラスチックの中で、容器包装のうち特に食品と接触しないようなもので
すとか、あるいは家庭から出てくるもののうち、容器包装ではないプラスチックとい
ったようなものをうまく分別することによって、そうすると分別区分がまた増えてし
まうことになるのですけれども、そういったものだけを別に集めることによって、よ
り質の高いリサイクルができるのではないかというふうに思っています。特に食品と
接触するようなものについては、現状のケミカルのうちの高炉還元剤化とか、コーク
ス炉化学原料化といった手法、あるいは熱回収というものでやっていくのがいいので
はないかというふうに考えております。  
 
【小泉部会長】 よろしいでしょうか。いろいろご質問もまだまだたくさんあろうか
と思いますが、時間の関係もございますので、次回以降またいろいろな議論をしてい
きたいと思っております。橋本委員、どうもありがとうございました。  
それでは、事務局で本日の議事に関する資料を幾つか用意していただいております。

初めに、基本的考え方及び低炭素化関連の論点整理案について、事務局から説明をお
願いいたします。  

 
【金子資源循環推進課長】 資料２をご覧いただきたいと存じます。本日から個別の
各課題について、議論に入っていくに際し、どういう観点から議論していただくか、
方向性をもう一度整理したものが資料２の基本的考え方（案）でございます。  
ベースは、前回報告させていただきました、昨年 10 月の「新たな３Ｒのための専

門家会議」の報告の中に示されているもので、この部分は、最終的な答申や、私ども
でつくる処理計画の基本的考えにもつながってくるところでございます。本日お出し
いたしましたのはあくまでも現時点での事務局の案でございまして、皆様にいろいろ
ご議論いただきながら整理してまいりたいと考えてございます。  
まず、「背景」をご覧いただければと思います。現状の経済状況等がまとめられて

おります。インド、中国などＢＲＩＣｓ諸国等の急速な経済成長、世界的な資源需要
の高まりもあり、資源の安定供給が今後危ぶまれる事態も予測される。一方で、温室
効果ガスは全世界で年間  273 億トン余りも排出されている。今後、資源の利用量が
さらに増加し、温室効果ガスの排出量も増加し、人類は資源枯渇の危機と気候変動の
危機と両方に直面するおそれがある。そうした中では、持続可能な資源利用が必要で
はないかというのが「背景」のところの考えでございます。  
「基本的考え方」に移っていきますが、資料を１枚おめくりいただきまして、図で

ご説明させていただければと思います。これが先ほども申し上げました「新たな３Ｒ
のための専門家会議」の報告書の冒頭に記載されている図でございまして、我が国の
物質フローとなってございます。我が国の経済活動におきましては、年間 17.9 億ト
ンの資源を投入して経済活動をしております。しかも、そのうちに占める輸入資源が  
7.5 億円トン。４割以上は輸入資源に頼っている。さらに、それを金属系資源のＴＭ
Ｒで見れば約 21 億トンにも相当する。一方で、再生資源を使っているものは  2.4 億
トン、１割強にすぎないということで、多くを輸入資源に頼っている中で経済活動を
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行いながら、年間 13.4 億トンの温室効果ガスを排出し、さらに、0.3 億トン最終処分
量ということで埋立処分をしてございます。  
左側の２ページの上の図をご覧いただければと思います。今までは、特に例えば私

どもの処理計画、前回のバージョンでは最終処分量の削減を最大の目標としていたわ
けですが、現在の経済状況、資源利用状況を見ますと、今後は最終処分量だけではな
く、左下に書いてございます天然資源採取量の削減、温室効果ガス排出量の削減、廃
棄物最終処分量の削減、この３つを混合的に資源循環戦略として取り組んでいく必要
がある。このような持続可能な資源利用が望まれるのではないかというところが基本
的考え方でございます。  
そういう観点から、これから天然資源、あるいは温室効果ガス、最終処分量という

個別の課題について施策の方向性をご議論いただきたいと考えております。当然、そ
れぞれの施策は密接に関係しており、重複する部分もあるかと思います。この３つの
観点からの３Ｒ施策というのが下のイメージ図でございまして、こういう形でいろい
ろな施策が絡まって、あるいは重複して、ご議論いただくという形になるのではない
かと考えてございます。  
こうした基本的考え方に基づいて、個別の議論をお願いしたいのですが、第１番目

が資料３、温室効果ガス等の低炭素化関連の論点整理案でございます。まず、「基本
的考え方（案）」をご覧いただければと思います。低炭素・循環型の資源利用を目指
して、リデュース・リユース・リサイクル、あるいは熱回収、適正処分を進めること
によって、温室効果ガスの削減だけでなく、上流及び下流における間接排出量の削減
に取り組むべきではないかということが書いてございます。１枚おめくりいただいて
右側の３ページの表をご覧いただければと思います。これは前回の会議でもご紹介さ
せていただきました廃棄物処理に関わる温室効果ガス把握の１つの整理の仕方とい
うことで、ヨーロッパの学者の方がまとめられた表でございます。普通に廃棄物処理
で出てくる温室効果ガスが真ん中の部分、運搬車両に使われる化石燃料消費により発
生するＣＯ 2、あるいは焼却、埋立処分場から出るメタンガス、あるいはコンポスト
化から出るメタンガス等、廃棄物処理・リサイクル事業からの直接排出の部分です。 
これに含めまして、上流及び下流における間接排出量の削減が今回の 1 つの考えで

して、左側が、廃棄物処理に係る上流での間接排出です。例えばリデュース、リユー
ス、素材転換等により、リサイクル、あるいは廃棄物処理に入る前の段階で、本来発
生したかもしれないＣＯ 2を削減できる部分があるだろうというのが上流での間接排
出という考え方です。  
一方で、右側の下流での間接排出は、例えば、そのまま燃やしてしまえばこれぐら

いＣＯ 2 が出たところを、リサイクルすることによって回避できる下流での間接排出
まで含めてトータルで考えていきたいというのが、1 ページの一番上「基本的考え方」
で述べられている考えです。  
そうした考え方に基づき、「具体的な施策の方向」で幾つか述べておりますが、こ

れはまだ具体的な施策にそのまま結びつくレベルではありませんで、いわば施策の項
目出しという形です。ご議論いただきながら整理していただければと考えております。 
まず、 1 番の「資源循環・廃棄物処理に関わる温室効果ガスの総合的な把握」は、

ただいま申しました上流及び下流における間接排出の状況も含めて、総合的に把握す
べきではないか、そういうようなことが書いてございます。  
それから、もう少し細かい施策に入りまして、製品サイクルでいうところの静脈側

（廃棄物処理・リサイクル）の分野と、動脈側（素材・製品等の生産、販売）に関す
る分野と２つに分けて述べておりますが、まず２のほうが静脈側（廃棄物処理・リサ
イクル）の分野での取組を促す施策でございます。  
まず（１）分別収集、処理施設での選別等の一層の推進ということがございます。

この（Ｄ１）とは、３ページの図の考え方によると、その施策がどの分野に該当する
のかとをそれぞれ書かせていただいています。１つ目のポツですが、まず資源回収の
一層の高度化を促すべきではないか。２つ目に、温室効果ガスの削減効果の見える化
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を図るべきだということが書いてございます。それから、３つ目では、再商品化・熱
回収による温室効果ガス削減を明確にすべきだということが書いてございます。  
この２つ目と３つ目は、個別に別のページでご説明させていただきます。４ページ

をご覧ください。まず、リサイクルによるＣＯ 2 削減効果の見える化でございます。
リサイクルを進めることにより、エネルギーが削減され、ＣＯ 2 削減に貢献するわけ
ですが、現在、リサイクルによってＣＯ 2 がどのぐらい削減されているかを算定する
ための共通のルールがございません。したがいまして、ここで考えている事業・施策
は、例えば廃棄物処理業者の皆さん等が行われるリサイクルの取組によって、どれだ
けのＣＯ 2が削減されるかを算定するための１つのルールをつくったらどうだろうか
ということで。  
併せて、ＣＯ 2 削減効果を簡便に算定できるように、リサイクルの品目・方法ごと

に標準的な削減係数のようなものを定めて、それを廃棄物処理業者、あるいは区市町
村の方々に提供できたらということで書いてございます。それにより、廃棄物処理業
者の方々等は、業者の方々が行っているリサイクルによりＣＯ 2 がどのぐらい削減で
きているかを排出事業者の方々等に明確に示すことができるようになります。  
その削減係数のイメージですが、下に仮定の削減係数の流れ図が書いてございます。

例えば、排出者が廃プラ１トンを中間処理業者に持ち込んで処理する。その場合、燃
料として電力で  100 キロワットかかったと。この 100 キロワットについては、現行
のＣＯ 2 の排出係数があります。電力ですと 0.339 を掛けて 33.9 キログラムのＣＯ 2
排出。これは現状でも算定できます。一方、中間処理業者が、１トンのうち例えば  0.6
をＲＰＦ化した、残りの  0.4 トンは削減係数 20％以上のサーマルリサイクルで廃棄
物発電を仮にしたとします。その場合、ここでＲＰＦ化してどこかの工場で回したと
すれば、その分、化石燃料である石炭等の使用が削減でき、本来排出するＣＯ 2 が削
減できる効果があるはずである。それを、仮に例えば１トン当たり  2.5 なら 2.5 とい
う簡便な係数を平均的なものとして設ければ、この処理により 1.5 トンのＣＯ 2 が削
減される。一方、廃棄物発電も、それにより通常の火力発電所等での化石燃料の使用
が節約できたことになり、その分節減できたＣＯ 2 が、例えば、この場合は－ 1.5 ト
ンで 0.4 トン生じたので、 0.6 トンの削減になる。この手法により、ＣＯ 2 は最初の
33.9 に換算しまして、1.5 トン、あるいは 0.6 トンを削減すれば、トータルでこのぐ
らいのＣＯ 2 削減効果があったということをイメージとして描いているものです。  
また１ページにお戻りいただければと思います。静脈側の施策の（２）が熱回収の

高効率化です。これは、循環型社会形成推進地域計画等々がありますが、現在の国の
交付金等は熱回収の高効率化が前提となっておりますので、そちらへ誘導するとか、
今回の法改正に組み込まれております熱回収施設の登録制度等を活用して、一層の高
効率化を進めていくということです。  
（３）が埋立処分場からのメタンの削減です。例えば現在、都の中央防波堤埋立処

分場でもメタンガスが発生しているわけですが、ＬＦＧも積極的に回収するとともに、
早期安定化により発生自体を抑制するというような施策が考えられます。  
（４）がフロン分解処理の徹底です。建材用断熱材、あるいはエアコン等に含まれ

ているフロンの回収・破壊をさらに徹底すべきであると書かれてございます。  
（５）は静脈物流の低炭素化と書いてございます。廃棄物処理のため、いろいろな

車等をつくっているわけですが、この低炭素化ということで、例えば比較的狭い地域
における取組としては、物流の効率化、あるいは低炭素型の清掃車の普及促進等が考
えられます。あるいは、いわゆる広域的な話でございますと、船舶ですとか鉄道への
シフトということが施策として考えられるかと思います。  
この分野に関しましてのこれまでの都の取組の主なものとして、幾つかまとめさせ

ていただいております。これは、お手元のファイルにございます「東京の資源循環」
の中に紹介させていただいている施策です。  
３が動脈側（素材・製品等の生産及び販売等）の分野での取組です。  
（１）がリデュース、リユース、バイオマス素材への転換の促進です。１つ目のポ
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ツで、プラスチック起源ＣＯ 2 をプラスチック製品等の製造段階で算定し、削減に取
り組む事業者がメリットを得られる仕組みの構築がございます。これに関連して、最
初に机上にある資料のところでちょっと触れました「東京における気候変動対策の成
果と展開」をご覧ください。これは、この 3 月 31 日に東京都が発表した資料でござ
います。その位置づけが、資料を２枚ほどめくっていただきますと、「はじめに」が
あるかと思います。下から７行目ぐらいのところから読ませていただきますが、「本
日公表する『東京における気候変動対策の成果と展開』は、東京都気候変動対策方針
策定後の到達点を確認するとともに、世界の気候変動対策の現状についての認識を示
し、東京都の今後の施策展開の方向、さらには我が国全体の対策強化に関する提言を
概括的に示すものである。」とあります。ご案内のように、この４月１日から東京都
のキャップ・アンド・トレードが本格的に施行されるというタイミングで、これまで
の東京都の取組を整備すると同時に、関係業界、あるいは国に対する提言等を温暖化
の各施策についてまとめた資料です。  
その 28 ページ、29 ページが、この冊子の中で触れられた廃棄物・リサイクル関連

の施策が述べられているページです。ここで書かれておりますのは、今申し上げまし
たプラスチック起源のＣＯ 2 を製造段階で算定し、削減に取り組む事業者がメリット
を得る仕組みというものです。右に提言１、２、3 とありますが、提言１では、現行、
廃棄物処理におけるＣＯ 2 は、清掃工場ですとか中間処理業者のところでカウントさ
れるわけですが、それは本来、拡大生産者の考えで、プラスチッチ製品の製造者で本
来カウントされるべきではないかと提言してございます。提言２は、そうした算定に
基づき、その数値をリデュース、あるいは素材転換により製造事業者等でＣＯ 2 の削
減に取り組めば、その取り組んだ部分については何らかのメリット、インセンティブ
を与えられるような仕組みが必要ではないかと書かれてございます。さらに、提言３
では、現在、廃棄物処理、サーマルリサイクル等をしても、そこで節約できたＣＯ 2
はカウントできておりませんので、サーマルリサイクル等によって外部電力に供給し
た場合には、そのＣＯ 2 を考慮する制度が必要ではないかという３つの提言をさせて
いただいています。これにつきましては、いろいろとご意見等があろうかと思います。 
また、実はこれを発表した段階で、日本プラスチック工業連盟の勝浦委員から、こ

れについてはぜひ審議会で取り上げていただいて、自分も意見を述べたいというお話
を伺っております。残念ながら、本日、勝浦委員はご欠席でございますので、この分
野は、また次回以降にご議論していただければと考えております。  
続きまして、（２）が再生資源利用の促進でございます。これは、建設工事等にお

いて、ＧＨＧ削減効果の高い再生資源の利用を促進すべきということです。  
（３）しまして、リサイクルしやすい非鉄金属類等の選別回収しやすいような製品

設計について関係者に働きかけたらどうかということが書いてございます。  
これに関する都の取組の主なものが下に紹介させていただいております。  
長くなりましたが、事務局からのご説明とさせていただきます。  

 
【小泉部会長】 ありがとうございました。ただいまの内容につきまして、ご質問、
ご意見ございますでしょうか。崎田委員、お願いします。  
 
【崎田委員】 今お話を伺っていまして、例えば循環型社会の取組というのは、やは
り重要だと言われながら、なかなか低炭素化社会に向けたＣＯ 2 削減というのと同じ
ような形で評価したり、カウントできないということで、地域の事業者さんたちがみ
んなで取り組もうとしても、何か二の次になるようなところが実はいろいろやってい
てありまして、そういう現状から考えても、こういうふうにきちんとした取組、いわ
ゆるリデュース、リユース、リサイクル、熱回収、こういうところをＣＯ 2 できちん
と評価していけるような形にみんなで持っていこうというのは大変重要な視点では
ないかというふうに思っています。  
それで、詳しくはご専門の先生方でぜひいろいろ煮詰めていただきたいと思うので
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すが、リサイクルとか廃棄のところは今までの調査でかなり数値が出ていると思うの
でが、リデュース、リユースのところというのは、これから数値をどういうふうにき
ちんと出していくか。先ほど橋本委員のご発表のところにもありましたけれども、そ
れを社会の中できちんとコンセンサスをつくったり、大事なところだと思うのですが、
それの出発点としてきちんと発信するというのは大変重要なことではないかという
ふうに思っています。  
今、３月 31 日に発表された 28 ページ、 29 ページというふうにお話をされていま

したけれども、例えばこの図の上のほうに書いてある左側の生産者、真ん中に消費者
と書いてあります、この生産者のあたりがＣＯ 2評価というのがきちんと出てくれば、
これと廃棄段階のところがきちんと数字で出てくれば、プラスチックとのつき合い方
が、メーカーさん、販売店さん、消費者、そして、その後の処理がどういう数字にな
っていくのかというのがかなり具体的にわかりやすいのではないかというふうに期
待をします。次回以降きちんと議論というお話がありましたけれども、その辺はきち
んと参加していきたいというふうに思っております。  

 
【小泉部会長】 どうもありがとうございました。そのほかいかがでしょう。今のは
ご意見ということでよろしいですね。  
 
【崎田委員】 はい。  
 
【小泉部会長】 それでは辰巳委員、お願いします。  
 
【辰巳委員】 ありがとうございます。私も、 28 ページの図を見ていて、先ほど伺
った質の高いマテリアルリサイクルというお話がやはりここで関係してくるんだな
と思ったのですが、リサイクルすることはとてもいいというのはよくわかっているの
ですが、それがどのように、この下のグルッと回っているのが別個に回っている絵で
すよね。それが集まって、イメージとしては、本来は上の線にもう一回入るのが質の
高いリサイクルという意味かなと思ったりしたのですけれども、別個に回っていると
いうあたりの意味は、どういうものを具体的にイメージされているのか。先ほど申し
上げた例えばマテリアルで回るということであるならば、何を代替するかというとこ
ろがＣＯ 2 削減から非常に重要な話かと思っているのですが、この絵をおかきになっ
たところの意図が聞きたいというふうに思いました。  
 
【小泉部会長】 それでは、 28 ページのところの材料リサイクルのところのサイク
ルが生産のほうの動脈のほうにいっていないというご指摘ですが、その点についても
し何かご説明できればよろしくお願いしたいと思います。  
 
【金子資源循環推進課長】 このあたりは詳しくはまたお時間を取りたいと思ってい
ますが、考え方としては、今お話がございましたように、リサイクルにはいろいろな
手法、いろいろなマテリアルリサイクルがあり、最終的にケミカル、サーマルとある
と思います。この図は、そのようにリサイクルをして何巡か回っても、最終的にはど
こかでＣＯ 2 になり、あるいは埋立処分場にいくというイメージをあらわしたもので
す。もちろん、リサイクルの方法によれば、生産者まで戻っていく矢印もあろうかと
思いますが、これは概念だけを示したということでご理解いただければと存じます。 
 
【小泉部会長】 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】 28、 29 ページは次回詳しく取り上げるということで、今日コメント
しなくてもいいところかもしれないのですが、 29 ページで提言１、提言２、提言３
とあって、提言１のところ、基本的に総論賛成です。ＣＯ 2 は見える化すべきだと思
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いますし、それに向かっていかなければいけない。基本的に総論は賛成です。提言 1
のところは、ＬＣＡなどで比較的みんなが真面目にやってきたところで、ここも透明
性はあるんですね。ただ、えてして提言２、提言３のところ、事業者が減らしてもな
いものを無理して減らしたように見せかけるような我田引水が起こり得るようなケ
ースがあり得るので、そこは総論賛成ながらも、少し慎重な姿勢も取り入れてほしい
と思う次第です。今のうちに言っておきます。コメントです。  
 
【小泉部会長】 ありがとうございました。それでは、安井委員、お願いします。  
 
【安井委員】 今の松野委員の総論賛成というのはそのとおりですが、先ほどご説明
いただいた資料３の最後の４ページ目ですけれども、例えば削減係数のイメージみた
いなことが取り上げられております。詳しくは、たぶん松野さんと橋本さんの２人が
やるのだろうと思いつつも、こういうものをやるときには、実をいいますと、必ず何
かある基準となるプロセスとの比較でしかものは言えないんですよ。ですから、今回
の削減係数というのは、どうもそういう考え方がないような気がする。ですから、標
準的なプロセスというのは一体何なのかということを決めていただかないと、たぶん
非常に文句を言われそうな気がします。  
それと、ＣＯ 2 の削減ばかり言っているじゃないかという文句もまたきそうな気が

して、例えばプラスチックの場合であれば、少なくともさっきの 28 ページ、29 ペー
ジにもありましたように、最終的な埋立は不適物であると一応宣言をしたわけですね。
ということは、要するに恐らく埋立は基準値ではないのでしょうね。そういうことま
で含めた上で、本当に何を標準値として考えるのかというところがやはりないと、議
論としていささか欠けそうな気がします。資源のほうも、実をいうとなかなか難しく
て、資源のほうとＣＯ 2 の違いというのは一体何かというと、片や大気中に消えてい
ってしまうのですが、片や物として地球上に残る、地上に残るものが資源ですけれど
も、これも一体何を基準として考えるかというのはなかなか難しくて、しかも、多く
の場合には、今すぐ使えない、あるいはリサイクルすると大変お金がかかるけれども、
経済的な価値は大したことがないみたいなことで評価されてしまうことが多いので
すが、資源価値というのは未来永劫一定じゃないんですよね。そういう時間的要素を
持続可能な資源には入れないと、たぶん結論が間違うんですよ。ＣＯ 2 はまあまあい
いかなと私も思うのですけれども、そんな難しい要素もありますので、これは橋本さ
んと松野さんに対する要望だとお考えいただきたいと思います。  

 
【小泉部会長】 どうもありがとうございました。橋本委員、お願いします。  
 
【橋本（征）委員】 先ほどの松野先生と安井先生のコメントに刺激されてというこ
とではあるのですけれども、先ほど上田委員からお話があった件も恐らく関連すると
思うのですが、では、ダンボールは本当にバージンからつくるのかというのがありま
すよね。  
 
【上田委員】 昔、古紙の回収がなかったときはバージンで、ＵＳＡはオールバージ
ンでやっていますが。  
 
【橋本（征）委員】 先ほどの安井先生のコメントとも関連するのですが、それも時
代とともにどんどん変わっていって、何が基準なのかということもだんだん変わって
くるということがありますし、松野先生の例で言えば、建設の鉄はバージンからつく
るのかというと、まずつくらないというようなこともありますし、崎田委員からお話
があったリデュース、リユースというのは、リデュース、リユースしなかったらどう
だったのかというのを仮定しないと、その効果がはかれなくて、では、それはどうい
う状況なんだろうというのを何か基準を想定しないといけないということになりま
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して、非常にテクニカルな話ですけれども、この係数がどちらに進むべきかを決めて
しまう係数になるので、かなり慎重にやらないといけないのではないかというふうに
思います。  
 
【上田委員】 ぜひお願いします。先ほどから聞かせてもらって、ＫＰというのは紙
の製品の中でほんの少しのパーセントなんです。即ち、そこでＫＰの代用に古紙を使
うか使わないかというのはほんのわずかな伸びですけれども、その部分というのは立
木を切るか切らないかなんです。  そうしますと、立木を切らなければ、その木がＣ
Ｏ 2 を吸収して固定化しているわけです。それを切って燃やしたところで、それが使
えるといっても、いってこいどころか、ＣＯ 2 の固定化を阻害しているわけです。そ
ういうこともありますので、実際に今、製紙メーカーで全部使われているＣＯ 2 がど
のぐらいなのか、その中で黒液がどのぐらいなのか、そういうことで計算していただ
ければと思うのですけれども。私、先ほどから何回も言いますが、ＫＰで使うよりも、
古紙をＫＰがわりに使ったほうが全体のＣＯ 2の発生は３分の１以下と聞いておりま
すので、そうなりますと、黒液  100％で製紙は回っていきませんので、重油も使っ
ているわけです。その黒液がゼロになっても、差引しますと、結果的には化石燃料は
少なく使っていると思うわけです。  
 
【小泉部会長】 古紙の話にかなり議論が集中しているのですけれども、いずれにし
ろ、こういった議論はしっかりやっていかなければいけないし、この審議会の部会で
出た数値というのは、かなり世の中の流れを左右する可能性もございますので、しっ
かりとしたベースに基づいてやっていきたいと思います。先ほど来出ていますように、
どういう仮定とか、どういう前提条件によって、どういったものを設定するかによっ
て、こういう数値というのはだいぶ変わってきますので、その辺のところもしっかり
と見極めながら進めてまいりたい、このように思っております。  
そのほかご質問等ございますでしょうか。よろしいでしょうか。  
それでは、また戻っていろいろご質問があればということにしまして、議事に沿っ

て次に進めてまいりたいと思います。  
続いて、「資源政策の論点整理案について」、事務局から説明をお願いいたします。 
 

【金子資源循環推進課長】 それでは、次は資料４「論点整理案（資源有効利用関連）」
をご覧いただきたいと存じます。  
こちらも、「基本的考え方（案）」ということで、持続可能な資源利用を目指し、全

ての天然資源の投入量を削減するとともに、資源の最大限の有効利用を図るため、製
造、販売、消費、使用、排出の各段階での３Ｒのさらなる取組を推進していく必要が
ある。特に重視する資源としては、今後、供給の制約が厳しいと考えられる資源。過
剰に投入されている資源。ＴＭＲやエコロジカルフットプリントの視点から影響が大
きいと考えられる資源等が重要であろうかと思います。また、廃棄物処理、リサイク
ルの過程においても、今後、戦略的な都市鉱山開発、廃棄物処理における元素戦略に
取り組むために、さらなる資源の回収を検討していくべきではないかとありまして、
また１枚おめくりいただきまして、折り込んでございますＡ３横判の資料をご覧いた
だければと存じます。  
これは、前々回、１回目の審議会のときに、安井先生から、実際の廃棄物処理の流

れの中でどういう資源がどのぐらい入っているかわかる資料はないでしょうかとい
うお話がありました。残念ながら産業廃棄物は詳しいデータがございませんでした。
一般廃棄物の範囲では区市それぞれデータがございましたので、そのデータを活用し
ながら、事務局で仮に算定をした資料でございます。資料の流れとしては、左のほう
に可燃ごみ、粗大ごみ、資源ごみと、ご家庭からこういうごみが出まして、それが、
ごみの処理が右のほうにだんだんと流れていきまして、最終的に資源利用されたもの、
あるいは資源利用されなかったもの等がわかるような流れで書いております。  
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簡単に内容をご説明いたしますと、まず一番上が普通のご家庭から出る可燃ごみ・
不燃ごみです。このそれぞれの素材ごとの量ですが、いわばご家庭から出る袋の中身
にどういうものが入っているかという話で、全部調べるわけにはまいりませんで、通
常、各区や市では清掃工場の受入れのところで定期的に組成分析として、サンプル的
に幾つかの袋をピックアップしまして、どんなごみが入っているかを調べる作業をし
ております。これは、そのサンプル分析による平均値のパーセンテージに頭のごみ量
を掛けて仮に算定した数値ということでご理解いただければと思います。  
まず、可燃ごみといたしましては、紙類を主といたしまして、こういう組成のもの

が入っております。可燃ごみは、右にいきまして、清掃工場で焼却されることになり
ます。その過程で、区部では 21 工場、多摩では５工場で発電あるいは熱回収という
ことでエネルギーを回収しております。エネルギー回収の中身は、一番下のほうに矢
印が段々になっている資料がございます。二十三区清掃一部事務組合の資料ですが、
これは中央清掃工場の例ですが、ごみの持つエネルギーがどのぐらい発電あるいは熱
回収で使われているかをモデル的に示している図です。左で 100％のエネルギーがあ
るとすると、これが焼却の段階で 99％になり、あるいはボイラー設備で回収できる
のが 84％になるというようにだんだん減っていき、最終的には、この例では 17％程
度になります。ただし、清掃工場の所内で電気あるいは熱として使っているものもご
ざいまして、これが 20％程度あるということで、これと先ほどの 17％と合わせたも
のが全体で有効利用されている数値となります。  
そうして、先ほどの上のほうに戻っていただきますと、区部あるいは多摩でそれぞ

れこれだけの量の発電あるいは熱回収をしているということでございます。  
これが、さらに右にいきますと、最終的には、23 区部では溶融スラグになります。

多摩地区ですと、エコセメントということで、セメント製品に生まれかわってそれぞ
れ有効利用されているという形になります。  
左の真ん中辺に戻っていただきまして、普通のご家庭から出る不燃ごみと粗大ごみ

です。不燃ごみは、例えばプラスチック等が多く含まれています。サーマルリサイク
ルを始めておりますが、やはり不燃ごみですとプラスチックがかなり多くあるという
ことで、これらは粗大ごみと合わせて、それぞれ区市の不燃ごみ・粗大ごみの破砕施
設で破砕処理をされます。そして、鉄・アルミについては回収作業をしまして、残り
が埋立に回っていくという流れになってございます。  
それから、今度はさらに左の一番下のほうを見ていただきますと、これはいわゆる

資源ごみということで、出した段階から、自治体によって多少区分は違いますが、紙・
金属、あるいはびん・ペットボトル等で資源回収されたものです。これは、そのまま
国内のリサイクルルートに乗って再生利用されていきます。そのほか家電４品目、パ
ソコン、店頭回収等がございます。大きな流れは以上のように分かれるわけです。  
最終的にどうなるかという話ですが、右の一番上ですが、一般廃棄物中の活用資源

の表が載ってございます。ここで回収された資源・エネルギーということで、これは
左の表に①＋②＋③と書いてありますが、①は一番左下の普通の資源収集で資源とし
て回収された部分、②が真ん中辺の不燃ごみの破砕施設から出た鉄・アルミニウム。
③が最終的にスラグ、あるいはエコセメントとして有効利用されたもの、これらが有
効に活用された資源と言えるだろうということで、その数値を合計したものが書いて
ございます。例えば紙類ですと、 60 万トンが資源として有効利用されている。この
60 万トンとは、左のほうの最初のごみの組成のところに戻っていただきますと、可
燃ごみ・不燃ごみのところの一番上、紙類がおよそ  140 万トン出てございます。そ
して、下のほうにいくと、紙類（紙パック）というのはおよそ 60 万トンが資源回収
に出されている。それを足すとおよそ  200 万トンぐらいになりまして、 200 万トン
中の 60 万トンということですので、大体 30％がマテリアルで有効利用されていると
いうような感じで捉えることができるかと思います。  
主だったところをご紹介いたしますと、金属類は 15 万  3,000 トンですが、これは

パーセンテージにするとおよそ 86％程度になります。また、プラスチックは、およ
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そ 10 万トンですが、これは全体に占める率でいうとおよそ 17％、６分の１ぐらいと
算定されます。ただ、これはサーマルリサイクル等に回った部分が算定されておりま
せんので、残りが全部むだになっているということではございませんが、一応、参考
の数字として挙げさせていただいております。それから、熱あるいは電力として有効
に使われた発電量、熱供給量がございまして、最終的に埋められてしまったのが 40
万トン強ある。その過程で  215 万トンのＣＯ 2 が排出されているというのが右上の
内容でございます。  
下のほうにいって、では、どういう資源が未利用のまま使われずに残っているかと

いいますと、まず 1 つ考えられますのが、資源利用されずにそのまま埋立処分されて
いるものがあるのではないか。例としましては、小型家電に含まれているレアメタル
ですとか、こういうものがそのまま不燃ごみとして出されて、回収されないまま埋立
てされている部分があるだろう。これが（１）の例でございます。  
（２）が、リサイクル品に混入しているものということで、例えばスラグ・エコセ

メントに最終的になるのですが、例えばスラグで言えば、リンやカルシウムは回収さ
れていません。あるいは、エコセメントで言えば、金・銀・銅など、そういう金属類
はそのままセメントの中に封じ込められてしまっていることになり、有効に活用され
ていない部分があるということで、これが（２）の例ということです。  
（３）が再生利用可能なのに熱回収されてしまった有機物。マテリアルで再生でき

たかもしれないのに、サーマルに回ってしまった。例えば剪定枝、生ごみなど、そう
いうものがあるのではないかということです。  
右下の今後の施策につながっていくのですが、今後回収を検討すべきものとしまし

ては、ただいまの①、②、③に該当いたします最終処分された廃棄物に残っている資
源、あるいは回収された資源の中に不純物として混入している資源、あるいはサーマ
ルで処理されたもので、本来、マテリアル利用をされるべきもの。一番下の、より少
ないエネルギー投入で回収・利用できる資源ということですが、これは例えば最終的
に溶融メタル等で金・銀・銅が回収できるわけですが、それよりも、例えば携帯電話
を捨てるときの段階で個別に回収して、分解して収集すれば、もっと簡単に回収でき
るのではないか。そういう部分が今後検討を要する方向性ではないかとまとめさせて
いただいた資料です。  
また１ページ目に戻っていただければと思います。今説明させていただいたのが基

本的考え方でして、それを受けた具体的な施策の方向ということで、これはリデュー
ス、リユース、リサイクルという順番でそれぞれ幾つかの施策を挙げております。  
まず、発生抑制（リデュース）の観点ですが、これも動脈側、静脈側の施策がある

だろうと。一番上は、製品、サービス等を提供するときに、その製品なりがどのぐら
いエコマテリアルを利用しているのか、あるいは省資源・長寿命・易分離設計などの
取組をした製品であるのかを、あらかじめ製品等に何らかの認証というか、数値とし
て表示して、購入する消費者の方にわかっていただくような表示制度のようなものが
検討できないかというのが１つ目のポツです。２つ目ですが、高機能素材への素材転
換、簡素化・軽量化・小型化をさらに促進する施策を検討すべきではないかというこ
とが述べられております。  
②として、静脈側の施策といたしましては、例えば家庭ごみの有料化の推進、グリ

ーン購入のさらなる普及等が考えられます。  
（２）はリユースです。これは物を大切に使う取組で、例えばメンテナンス市場の

拡大でございますが、製品が壊れてもすぐ捨てないで、どういうところへいったら補
修してまた使えるのか、そういう情報をきちんと提供して、メンテナンス市場を拡大
していくべきではないか。あるいは、家電等が壊れたらすぐ買わないで、今後はリー
ス等をさらに推進していくべきではないかということが書かれてございます。  
２は、リサイクルによる天然資源採取量の削減でございます。（１）が金属系資源

の循環的利用でございまして、小型電子機器とか電池などの回収に係る仕組みづくり。
あるいは、一般廃棄物処理施設における有用金属のリサイクルの推進。電気自動車の
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リサイクル推進等が考えられるのではないかと書かれてございます。  
（２）が、その他の有用元素の循環的利用。例えば、リンなどは下水道処理施設等、

あるいは廃棄物処理施設等でいろいろとさらに連携して検討できるのではないか。  
（３）で、バイオマス系資源については、エコロジカルフットプリントの視点に基

づいて、リデュース、リユース、あるいはマテリアルリサイクルを優先して、再生可
能な天然資源の利用に努めるということで、安易にサーマルに回さないで、木材等の
マテリアル優先利用の促進というようなことが施策として考えられるのではないか
と述べさせていただいております。資料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。ただいまの資料につきまして、ご意見、
ご質問等がございましたらお願いいたします。それでは、松野委員、お願いします。 
 
【松野委員】 今日の資料は若干自分の専門に関わりますのでちょっと発言させてい
ただきたいのですが、３点ほどあります。資料４の１ページ目の上のほう、そもそも
基本的な考え方のポツのところで、今後さらなる取組を推進していく必要があるので
はないかということで、ポツの２のところで、「過剰に投入されている資源」とは何
なのか、そもそもそういったものがあるのかということです。今から過去を振り返っ
てみれば、この製品は過剰に資源が投入されていたなということは、バックキャステ
ィング的にはそうですけど、その時その時は最適なものを製造者というのはつくって
いるはずで、そのときに過剰な資源というのは基本的にはそんなないような印象があ
るので、これはちょっと難しいんじゃないかというのが１点です。  
それと、２ページ目のところ、「具体的施策の方向」で、静脈側の（２）、２ページ

目の上のほうのリユース。「家電販売等のリース化の推進」、このリース化を促進する
ことで減らせる心はどこにあるのかというのがちょっとわからないですね。これをリ
ースすることで、所有権が消費者ではなくて企業が持つことでマネジメントしやすい
ということを取り上げていらっしゃるのか。どこがもつかによって、先ほどの説明だ
と、昔、リースのＬＣＡでやってみてもそんなに効果が出なかったような記憶もある
ので、どこにその心があるのかを教えていただきたいということがもう１点。  
あとは、２のほうで、（１）金属系資源の循環的利用の中で、ここも「電気自動車

のリサイクル推進」とすごく格好いい言葉が入っていますけれども、私の知っている
限り、日産自動車が今度出すのが今年の 11 月で、そのリサイクルで返ってくるのは
５年から 10 年先だと。これはかなり先のことに思うのですが、こちらは、どちらか
というと使用済み自動車からのバッテリー及びモーターの回収の推進ではないかと
思うのですけれども。  
以上、コメントと質問です。  
 

【小泉部会長】 事務局でお答えできる範囲でお願いします。  
 
【金子資源循環推進課長】 ２番目にご質問いただいたリースのでございますが、こ
れは所有権とか、管理しやすいという観点よりも、単純に申し上げまして、壊れたら
すぐ買うよりも、リースをしてそれらを必要な期間使ったら、今度はそれをまた別の
方がリースできるというように、その都度、廃棄、購入というプロセスが省ける場合
もあろうかと考えております。また、先ほど橋本先生のお話の中にも出てまいりまし
たが、いたずらに古い製品を長もちさせて使っていても、ある時点からかえってＣＯ
2 等の観点から環境によくないという段階にある場合もあろうかと思います。そうい
う場合も、リースである程度、製品にされてから何年間のうちで何人かの人にリース
して、その効果が薄れてきたら、また次のものをリース会社で用意するというような
仕組みにしたほうが、個々の人が買って捨てて、買って捨ててとやっているよりは、
トータルとして環境にやさしいのではないかという程度の意味でございます。  
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【小泉部会長】   リユースのほうは。  
 
【金子資源循環推進課長】 失礼しました。ご質問いただいたうちの最初の「過剰に
投入されている資源」は具体的に何かというお話ですが、現に投入されている段階で、
これが過剰であるというのを指し示すのはちょっと難しいかもしれません。イメージ
としてそういうものがあるのではないかと書かせていただきました。個別のこういう
資源というところまでの考えがあるわけではございません。申しわけありません。  

 
【村上産業廃棄物対策課長】 最後の質問の電気自動車の関係でございます。ご指摘
のとおり、電気自動車は去年の夏から販売されまして、いよいよ日産が今年の年末出
てきて、月産  2,000 台ということで、来年からはかなり爆発的に出てくると思われ
ます。そういう中で、電気自動車のリサイクルは、委員ご指摘のとおり、やはりモー
ターとかバッテリーがリサイクルですが、今度の電気自動車はリチウムということで、
いわゆるバッテリーの部分がかなりの回収でリサイクルの可能性を秘めていると聞
いております。メーカーによりますと、電気自動車のバッテリーは大体 10 年ぐらい
の寿命ではないかと言われておりまして、その中で、終わった次のリサイクルとして、
燃料電池の素材として使える可能性もあるということで今研究が進んでいるような
ので、そういった将来的なことも含めた上で、リサイクルの推進をしていけないかと
いうことで、電気自動車と表記をしているのだと思います。  既存の自動車のモータ
ーとか、エンジンの回収はもちろん含めた上で、将来的な視野も含めた上でのリサイ
クルの推進ということで表現させていただいております。  
 
【小泉部会長】 よろしいでしょうか。それでは、上田委員、どうぞお願いします。 
 
【上田委員】 ２ページの一番上のリユースのところですが、もう一度使うという意
味だったら、家電販売等のリユース、ミスプリントのほうがはっきりするんじゃない
でしょうか。もう一度使うという意味では、前後の文章からしますと、ミスプリント
のリユースにしてしまったほうがいいと思うのですが。それなら文脈が通じるので。 
 
【小泉部会長】 今の点、事務局のほうはいかがですか。  
 
【金子資源循環推進課長】 今お話しになったのは、リースのところをリユースと変
えたほうがいいと。  
 
【上田委員】 リユースのほうが意味が通じるんです。リースだと意味が通じないと
いうことです。  
 
【金子資源循環推進課長】 その辺は今後いろいろと研究させていただきます。  
それから、先ほどの過剰に投入されている資源のところで、私の説明が足りないと

ころがございました。ある特定の資源が過剰に投入されているというよりも、いわゆ
る過剰包装等で本来使わなくてもいい資源が過剰に投入されているものがあるので
はないか。そういうものを少しでも減らしたらどうかと、そういう趣旨でございます。 

 
【小泉部会長】 辰巳委員、お待たせいたしました。  
 
【辰巳委員】 今の松野先生の質問に対して、私なりの解釈でちょっとお答えしたい
と思ったんです。今、お話になった「過剰に投入されている資源」というのは、まさ
に過剰包装もそうですけれども、消費者が選択するものでいろいろな機器類があるの
ですが、機器類にレアメタル等も使われておりますが、本当に消費者が必要な機能が、
必要以上に機能が付いた製品が売られていて、レアメタル等も余分に使われている。
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本当ならば、人によってはそんなに必要ないようなもの、つまり選択できなくなって
しまっていて、どれもこれもすごく高性能なものになっているという傾向があるので
はないかとちょっと思ったりしまして、そういう意味からも、過剰に投入されている
資源というのはあり得ると思うんです。製品そのもので見たらむだはないのかもしれ
ないけれども、本当に我々が使うところで必要なものをつくってくださっているのか
という意味で、過剰に投入されているという意味があると私は思っております。  
それから、リースの話ですけれども、これはまさにリースでいいと私は思っていま

して、リースをするということは、持ち主が製造者側にあるわけで、要するに、その
製品の性質がわかる人のところに最終的に戻ってくるわけですから、間違ったリサイ
クルというか、消費者に無理に放棄されるということもないだろうし、そういう意味
ではこれは非常に意味がある。ただ、家電販売だけと書いてあるのがちょっと気にな
りまして、家電だけに限らずに、いろいろなものを全て、つくっている側のところに
製品が戻るということは廃棄物の処理の点で非常に意義があると私は思いますので、
このままで全然問題ないというふうに思います。以上です。  

 
【小泉部会長】 どうもありがとうございます。  
 
【上田委員】 全製品がリースならわかるんです。家電だけとあるからリユースじゃ
ないかと、そういうことだけです。  
 
【小泉部会長】 リース化したときに、どういう値段になるかにもよるのでしょうけ
れども、この辺もこれから議論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、江尻委員、よろしくお願いします。  

 
【江尻委員】 「具体的な施策の方向」の１の②、家庭ごみの有料化とグリーン購入
のさらなる普及という部分ですけれども、多摩地域では家庭ごみがどこの市もほとん
ど有料化を進めてきまして、袋の値段の見直しというところまで今は進み始めている
という状況ですけれども、それとともに、有料化して、ごみは一旦減るけれども、必
ずリバウンドするという状況がどの市も多く起こっています。起こっていない市もあ
りますが。家庭ごみの有料化を推進することに関しては、私ももちろん反対するもの
ではないんですけれども、推進化しておしまいではなく、その先まで見ていく必要が
非常にあるだろう。リバウンドしなかった日野市のような地域がありますが、なぜそ
うなったのかというところはやはり追求して情報提供していく必要があるのかなと
思います。  
あともう１つ、グリーン購入ですけれども、これは前回も少し申し上げましたが、

市民はもう既にごみ問題は解決していると。特に多摩地域は、処分場の問題が、エコ
セメントができるということになってしまいましたからスポッと抜けてしまってい
るものですから、以前のように、例えば再生紙のトイレットペーパーを買いましょう
とか、そういった動きというものはもうほとんどなくなっていて当たり前の状況にな
ってしまっています。それはそれで当たり前の状況はいいことなのかもしれないです
が、ここでもう一度資源を有効に使っていくとか、リサイクルを進めていくという意
味でも、グリーン購入に関しては、普及啓発できるような方向で考えていきたいとい
うふうに思っています。  
あともう１点ですけれども、Ａ３のきれいな絵を見て、数字などをずっと追ってい

きますと、最後に課長さんが説明していただきました５の一般廃棄物の中の活用資源
というところがありますけれども、資源量というのは、紙にしても、繊維にしても、
これは①の紫のところの合計だなというのが本当によくわかります。ということは、
要するに、ごみの中に入れてしまったら資源化できないものがあるというのと、それ
から、金属やガラスのように、そうではないものもあるというところを市民に対して
明確化していって、紙のようなものは絶対に可燃ごみや不燃ごみに入れてもだめなん
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ですよということをもう一度啓発していただきたいというふうに思っています。  
あと、ここに前回の委員の発言にもありましたが、やはり生ごみ、草枝、そういっ

たものが資源という部分で扱われるようにならないかなというのが思いの中にあり
ます。  
最後にもう１点ですが、紙類が、ここは行政や集団回収したものという数字だと思

うのですけれども、市民が行政や集団回収に出そうと思って出した紙が実は悪い業者
によって抜き取られているという状況が大変多いというのがあります。ですから、実
はこことは違うルートで資源化されている。特に紙類が多い。繊維も最近は多いよう
ですが、紙類が多いという実態があります。これは、市民が安心してリサイクルをし
ていったり、暮らしを見直していくというところの大きな問題点になってくる部分だ
と思いますので、このあたりも併せて、資源が循環に流れていくというところで考え
ていただきたいというふうに思っております。以上です。  

 
【小泉部会長】 ありがとうございました。それでは、事務局からお願いします。  
 
【金子資源循環推進課長】 貴重なご意見、ありがとうございます。特に最後にご指
摘いただいた、いわゆる資源ごみの抜き取り行為とか、持ち去り行為と私どもは呼ん
でおりますが、今お話がありましたように、住民の方がせっかく資源として出したも
のを、行政回収が来る前に持ち去ってしまうという業者の被害がかなり出ております。
東京都としても、緊急に取り組まなければならない課題と認識しているところです。
一部では、抜き取り業者が持っていっても、結果的にリサイクルに回るのだからいい
のではないかとおっしゃる方もおりますが、本来、住民の方が一生懸命集めたものを
行政回収等できちんとリサイクルルートが形成されているところに、そのような不法
行為を許してしまうと、本来のリサイクルルートが壊れかねない。これは非常に重大
な問題であると東京都も考えております。今、各区市ごとに、回収場所に見張りを立
てたり、持ち去り禁止の貼り紙をしたり、テープで巻いて持っていけないようにする
という取組をしております。  
また、世田谷区で持ち去りに罰金刑等を科すという条例により、実際に捕まった業

者もおりまして、最高裁まで審判が上がったのですが、結果的には、そうした罰則等
を設けるのも合法という最高裁の判例も出たところです。ただ、そうはいいましても、
そういう行為を止めることは難しい面もございます。今後、東京都も、各市、あるい
は 23 区の方々、どこもこの問題は今非常に困っておりますので、検討会のようなも
のを立ち上げるなど、この審議会の議論とはちょっとズレるかもしれませんが、取り
組んでまいりたいと考えております。以上、ちょっとご説明させていただきました。 

 
【小泉部会長】 そのほかの点はいかがでございましょうか。事務局、よろしいです
ね。それでは、北村委員、よろしくお願いします。  
 
【北村委員】 今、家庭ごみの有料化のことをおっしゃったのですが、今現在の計画
にその方向性というのは書いてあって、次回もそういう方向でいこうということです
よね。もちろん、東京都が家庭ごみを集めるわけではありませんから、恐らく区市町
村に対していろいろなサポートをするというお立場で書かれていると思うんです。そ
れで、できれば、そういうサポートの１つとして、有料化が適法に行えるという理論
的なものを内部的に詰めていただければいいかなと思います。東京都は、たぶん 10
年ぐらい前にこれは手数料でいけるかという議論はしたのですが、法制的に結論を出
していないんですね。今年は、たぶん４月 27 日に東京高裁で藤沢市の訴訟の判決が
出る予定になっていまして、  あれを違法といったら大変な影響がありますから、た
ぶんそうはならないと思うのですけれども、法的にその辺のまとめがされればいいか
なと思っていますが。  
もう１点ですけれども、例えば最終処分量の削減とか、排出量の削減、これは東京
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都内でできる話ですけれども、天然資源に最終のどうのこうのとなってくると、到底、
東京都ではない話になってまいりますので、それをなぜ東京都の関心事としてやるの
かというあたりは、恐らく上流というところで、上流とは都内の上流なのか、全世界
の上流なのかということも関係すると思います。都の施策としてやるときに、このあ
たりは自覚的に議論していくほうが拡散しないといいますか、地に足がついたと申し
ますか、これはちょっと法的な整理になってしまいましたけれども、今後、機会があ
れば議論ができればと思っております。  

 
【小泉部会長】 ありがとうございました。それでは、崎田委員、お願いします。  
 
【崎田委員】 資料４を拝見して、大きく２点ほど意見を申し上げたいと思います。
１つは、この中でリデュース、リユースのあたりはきちんと取り組もうと書いていた
だいているのですが、拝見していると、１ページの下から２ページにかけて、発生抑
制のところは動脈側と静脈側に分けてきちんと書いていただいているのですが、リユ
ースのところはわりに動脈側の幾つかのポイントを書いているという感じなので、今
後のテーマを洗い出すのであれば、例えば動脈・静脈に分けて両方の課題整理をして
いただくか、それともリユースのほうも動脈・静脈にするとか、もう少し見ていただ
くのもうれしいかなとちょっと思いました。どういうことかというと、例えば２ペー
ジの上のほうのリユースのところは、この取組に関してはメーカーに関わっていただ
きたいことや販売に関わっていただきたいこと、あるいは流通の問題、もっと言えば
流通システムの問題や消費者の問題、いろいろな立場で取り組めることがあると思う
のですが、その辺をもう少し提示して今後のシステムづくりに生かしていけるように
提案していくことが大事かなという感じがいたしました。  
もう１点、リサイクルの関係ですが、先ほどもちょっとご意見で生ごみのことが出

ましたけれども、２ページの一番下のバイオマス系資源のあたりに、今、例として木
材だけが出ていますが、この辺にもう少し食品系の話もきちんと入れていただいて、
きちんとその辺の有効活用していくということも大変重要ではないかと思っていま
す。  
あともう１つ、ここには項目として出ていないのかなと思うのですが、最近、自宅

で介護をしていらっしゃる方とか、あるいは、いろいろなお薬を飲んでいる方もいら
して、自宅から出る医療系廃棄物、あるいは飲み切れない薬品とか、使い切れない化
学品とか、そのまま捨てては問題がありそうな小型のものとか、いろいろなものがあ
って、それを事業者さんと協力しながらまとめて集めるようなシステム、そういうも
のは検討できないのか。やはりその辺の視点が１つあってもよろしいかなという感じ
がいたしました。よろしくお願いいたします。  

 
【小泉部会長】 どうもありがとうございました。  いろいろご指摘ありがとうござ
います。それでは、事務局、よろしくお願いします。  
 
【金子資源循環推進課長】 最初のリユースの部分も、動脈側、静脈側に分けてもう
少しきめ細かくというお話でしたので、その方向で研究させていただきます。  
それから、生ごみ・食品系のごみについても、どこかの項目で取り上げられるよう

に、これも検討させていただきたいと思います。  
それから、最後のご質問ですが、いわゆる在宅介護の方等が増えて、家庭から排出

される医療系の廃棄物といった問題かと存じます。東京都ではかねてから取り組んで
まいりまして、特にインシュリン注射等をご自宅でされる方が今大変増えているかと
思いますが、そうしますと、ご自分で注射を刺すわけですが、刺した針先が一回ごと
に使い捨てですので、針がごみとして出るという問題がございます。かつては、それ
を収集する職員が袋をつかんだときに手に刺さったりするなど、いわゆる針刺し事故
が結構起こりまして、職員の健康管理面から見て問題があると検討していました。 現
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在、東京都では、薬剤師会の方々にご協力いただき、インシュリンの注射の針を自分
の家で使ったものを薬屋さんでもらう比較的堅固な容器にためておき、次に買うとき
に、それを薬局に引き換えに持っていく。それを薬局が引き取って、自分たちで産業
廃棄物として適正に焼却処理する、そういうシステムが現に動いております。そうし
た取組を今後在宅介護等のやり方の進歩等で、それ以外の、先ほどお話があったよう
な医療系廃棄物についても出てくるかと思いますので、今後、都の課題として取り組
ませていただきたいと考えております。  
 
【小泉部会長】 よろしいでしょうか。高橋委員、お願いします。  
 
【高橋委員】 一言だけ。先ほどのＡ３の組成分析の中に、たぶんその他に入ってい
るかと思うのですけれども、廃食用油ですね。実は、私どもは建設会社ですけれども、
松戸市と連携して、家庭から出る廃食用油を利用して、この２月から１日 200 リット
ルぐらいですけれどもＢＤＦをつくっているんです。そういうこともありまして、最
初は松戸市さんが廃食用油の組成というか、集めてくれるということで調べたところ、
家庭から結構な量が出るんですね。たぶんこれはその他に入っているかと思うのです
が、もし数字がわかりましたら次回にでもお知らせ願いたいと思います。将来それを
どうするかという問題ですけれども、結構いろいろなところで家庭からの廃食用油を
利用して、ＢＤＦをつくったり、いろいろなことをやっていますので、その糧になる
かと思いますのでお願いしたいと思います。以上です。  
 
【小泉部会長】 それでは、事務局、どうぞお願いします。  
 
【金子資源循環推進課長】 貴重なご提言ありがごとうございます。この場には数字
的な資料がございませんので、次回以降にお示しさせていただきたいと思います。  
 
【小泉部会長】 また、こういった資料はこれからの議論の根底になりますので、ぜ
ひしっかりとしていただきたいと思いますし、また、先ほどのご説明で、各区の組成
成分の平均値をパーセントにして、ごみ量を乗じたということですが、その辺が各区
でどのようにやられているのかもちょっと気にはなっているところです。昔は 23 区
全体で一括してやっておりましたので、その辺の誤差とか、そういったものはあまり
考えないでよかったのですが、今は各区独自にやられていると思いますので、その辺
のところがどのように行われていて、そういったもののデータがどうなっているのか、
その辺も次回お示しいただきたいと思います。  
それから、先ほど江尻委員のところで、有料化のリバウンドの話が出ましたので、

そういった多摩地域でどうなっているのかとか、あるいは全国でどういったところが
リバウンドしてしまったのかとか、あるいはしていないのか、その辺のところも少し
データ的にお示しいただければありが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。  
そのほかいかがでございましょう。辰巳委員、どうぞ。  
 

【辰巳委員】 一言だけ。リユースとはまた違うと思うのですけれども、長期使用で
修理等をして物を大切にするという、製品そのものの長寿命化もそのとおりですけれ
ども、修理の対応というのも、たぶん事業者にお願いするような形になるのかもしれ
ませんけれども、ちょっと入れていただくといいかなと思いました。  
 
【小泉部会長】 どうもありがとうございます。よろしくお願いいたします。大体予
定された時刻になってきたのですが、何かここでご発言をという方がいらっしゃいま
すでしょうか。崎田委員、どうぞお願いします。  
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【崎田委員】 ありがとうございます。私自身も資源を大事にということでずっと考
えているのですが、最終的に焼却などのときには、ただ焼却ではなくて、しっかりエ
ネルギーを使うということが今社会で大問題になっていると思いますが、今の資料を
拝見していると、もう少し熱とか、エネルギーの利用効率が上がらないかなという感
じも拝見して思うんです。それで、単に率を上げてというだけではなくて、本当は、
これからのまちの再生とか都市再生のときには、こういうエネルギーをどれだけ地域
で有効活用するかというエネルギーとの連携みたいなものも大変重要になってくる
と思うのですが、これは廃棄物の分野ですので、どこまで細かく書き込むかというの
はあれですけれども、そういう今後の展望に関して、きちんといろいろな部署と連携
しながら有効活用するような、そういう視点もかなり強く入れておくことが今後大変
重要ではないかというふうな感じもいたしました。よろしくお願いします。  
 
【小泉部会長】 ありがとうございました。そのほか。上田委員、お願いします。  
 
【上田委員】 大きな紙のところですけれども、一番左の上の内訳のところで、木草
などの上でございます。この４品目は水分がどれぐらいあると見ているのか、それを
もしわかればどこかに書いておいていただければいいのですが。それといいますのも、
持ち去りと紙類を集めているのと産業古紙を入れますと、全体で 75％が回収されて
いるという論が立たなくなってしまうんです。これが半分以上、含水だということな
らば大体推測がつくのですが、その辺がもし、平均値でも結構です、概算でも推測で
も結構です、いつかお願いしたいと思います。  
 
【谷川調整担当参事】 済みません、今手持ちにはありませんが、この辺のことにつ
きましてはデータがありますので、次回でも説明させていただきたいと思います。  
 
【小泉部会長】 どうもありがとうございます。いろいろご注文がございますので、
次回までにできる範囲で取りそろえていただければありがたいと思っております。ど
うもありがとうございます。  
予定の時刻を過ぎましたので、今日議論し切れなかった点につきましては、次回以

降に引き続き議論していきたいと思います。特に古紙の問題もございましたし、あと、
いろいろな前提条件で一体どう考えていくのか、その辺のところもしっかりと定めな
いと、この先、説明する際に舌がもつれるようでは困りますので、その辺のところも
しっかり詰めていきたい、このように考えております。どうぞよろしくお願いいたし
ます。  
それでは、事務局のほうで今後のスケジュールについて説明をお願いします。  
 

【金子資源循環推進課長】 本日はご議論ありがとうございました。  
次回の部会ですが、５月 24 日、月曜日、午後１時 40 分から、適正処理と最終処分

を挙げさせていただいておりますが、そのほか本日積み残した部分、あるいは宿題を
いただいた部分等は、また議論させていただきたいと思います。正式な通知は後日お
送りさせていただきますので、よろしくお願いをいたします。  
事務局からは以上でございます。  
 

【小泉部会長】 ほかに特にご発言がなければ、これで第２回計画部会を閉会したい
と思います。本日はどうもありがとうございました。  

 
午後４時 30 分閉会  


