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午前 10時 00分開会 
 
【谷上資源循環推進課長】 定刻となりましたので、東京都廃棄物審議会を開会いたします。 
委員の皆様方におかれましては、お忙しい中、ご出席いただきまして誠にありがとうございます。 
私は、本審議会の事務局を務めます東京都環境局廃棄物対策部資源循環推進課長の谷上でござい

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 
本日は、委員の改選後、最初の審議会でございますので、会長が選任されるまでの間、私が進行

役を務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。 
ただいま 16名の委員の方にご出席いただいております。委員総数 20名の過半数に達しておりま

す。東京都廃棄物審議会運営要綱第６第１項に定めます定足数を満たしていることを初めにご報告

させていただきます。 
なお、審議会の開催に当たりまして、本来ならばお一人お一人に委嘱状をお渡しすべきところで

ございますが、本日は机上にお配りさせていただいております。ご了承をお願いいたします。 
次に、資料の確認をさせていただきます。 
会議次第の裏に座席表が入っております。 
資料１が「東京都廃棄物審議会委員会名簿」、一枚ものです。 
それから、資料２が「諮問書（写）」、３が「諮問の趣旨」、それぞれ一枚ものでございます。 
資料４「東京都廃棄物処理計画について」、これも一枚ものでございます。 
資料５が「東京都廃棄物審議会答申概要」、Ａ３のものがついてございます。 
それから、資料６が「現行計画の進ちょく状況」ということで、Ａ４の７ページものがあります。 
そのほか、そこに書いてございます参考資料ということで４つお配りさせていただいております。 
それから、別途、冊子もので机上配付資料ということでお机の上に「環境基本計画」ほか冊子を

６冊ほど置かせていただきますので、参考にしていただければと思います。 
それでは、開会に当たりまして、有留環境局長からご挨拶を申し上げます。 
 

【有留環境局長】 おはようございます。環境局長の有留でございます。 
 本日は、お忙しい中、ご出席いただきましてありがとうございます。 
また、このたびは東京都廃棄物審議会委員のご就任をご快諾いただきまして、厚く御礼申し上げ

ます。 
東京都は、平成 20 年３月に、東京都環境基本計画を策定いたしまして、気候変動危機と資源制

約の時代に立ち向かう新たな都市モデルの創出に向けまして、大胆でスピード感のある戦略的な取

組を展開しております。今年４月には、世界で初めて都市型のキャップ・アンド・トレード制度、

ＣＯ2 の排出総量削減義務と排出量取引制度を実施いたします。また、太陽エネルギー機器の大規
模な普及策などを推進するとともに、校庭芝生化や屋上緑化などの緑の創出など、環境面での先進

的な取組を行ってまいりました。廃棄物の分野におきましては、廃プラスチックのリサイクル促進

などによる最終処分量の大幅削減や、スーパーエコタウン事業の推進、産業廃棄物処理業者に関す

る第三者評価制度の構築、不法投棄撲滅に向けた広域的な取組など、国内の廃棄物施策をリードす

る施策を推進してまいりました。これは、ひとえに、前回の廃棄物審議会で熱心にご議論いただき

まして、先進的な施策を積極的に推進する答申をいただいたことによるものであります。改めて感

謝を申し上げます。 
しかしながら、近年、地球温暖化がもたらす気候変動や、レアメタルに代表される海外からの資



 2

源確保に関する制約など、環境面での新たな要因や課題が顕在化してきており、これらと関連した

リサイクルや廃棄物処理を推進していくことが必要になってきております。また、不法投棄は年々

減少してきておりますが、根絶までには至っておりません。廃棄物の適正処理の一層の徹底に向け

た取組につきましても、さらに強化していく必要がございます。これらの問題を解決し、持続可能

な社会の実現に向けまして、循環型社会と低炭素社会の統合を図るなど、新たな施策を展開する必

要があると考えております。 
本日、廃棄物処理計画の改定について諮問をさせていただきたいと思いますが、新たな廃棄物処

理計画に基づきまして、東京からさらなる先駆的取組を全国に向けて発信していきたいと考えてお

ります。委員の皆様方には、よろしくご審議のほどをお願い申し上げまして、挨拶とさせていただ

きます。 
 

【谷上資源循環推進課長】 続きまして、委員の皆様のご紹介をさせていただきます。お手元に配

付いたしました資料１に審議会委員名簿がございますので、そちらをごらんください。時間の関係

上、お名前だけのご紹介とさせていただきます。五十音順でご紹介させていただきます。 
上田委員でございます。 
江尻委員でございます。 
勝浦委員でございます。 
黒川委員でございます。 
小泉委員でございます。 
崎田委員でございます。 
杉山委員でございます。 
高橋委員でございます。 
辰巳委員でございます。 
田中委員でございます。 
橋本征二委員でございます。 
橋本昌道委員でございます。 
松野委員でございます。 
安井委員でございます。 
山﨑委員でございます。 
吉本委員でございます。 
なお、石塚委員、北村委員、馬場委員、細田委員につきましては、本日ご欠席と伺っております。 
続きまして、本日出席しております東京都の幹部職員をご紹介させていただきます。 
有留環境局長です。 
井戸廃棄物対策部長です。 
谷川調整担当参事です。 
金子一般廃棄物対策課長です。 
加藤産業廃棄物対策課長です。 
梅村埋立調整担当課長です。 
風祭産業廃棄物技術担当課長です。 
佐伯不法投棄対策担当副参事です。 
最後になりましたが、谷上と申します。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 
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次に、本審議会の運営要綱について簡単にご説明いたします。参考資料４をご覧ください。 
まず第５ですが、委員の互選により会長を置くこととしてございます。 
第６では、定足数は委員及び臨時委員の半数以上、表決は出席委員の過半数によることとされて

ございます。 
第７では、審議会に部会を置くことができることとなっております。部会長や部会の委員を会長

が指名することなどについて定めてございます。 
第９では、特に必要のない限り、この会議を公開とすることとしているほか、議事録の作成につ

いても規定しております。 
これに基づきまして審議会を運営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。 
それでは、これより議事に入らせていただきます。 
まず初めに、会長の選出でございますが、ただいまご説明いたしました運営要綱第５第１項によ

りますと、会長は委員が互選することとなっております。ご意見をちょうだいしたいと思いますの

で、どうぞよろしくお願いいたします。 
 

【杉山委員】 前回の審議会でも会長を務めていらっしゃいます田中勝先生に今回も引き続きお願

いできればと思いますが。 
 
【谷上資源循環推進課長】 ただいま杉山委員から、田中委員をというご意見ですが、皆様、いか

がでしょうか。 
 

（「異議なし」の声あり） 
 
【谷上資源循環推進課長】 それでは、田中委員が会長に選出されました。田中委員、よろしくお

願いいたします。田中委員は会長席にお移りいただきたいと思います。 
 

（田中委員、会長席へ移動・着席） 
 

【谷上資源循環推進課長】 では、会長、よろしくお願いいたします。 
 
【田中会長】 会長に選出していただきました田中です。微力ながら審議会の円滑な運営に努力し

たいと思いますので、皆さんのご協力、よろしくお願いいたします。 
前回の審議会では、局長のお話にもありましたように、答申では、環境を大切に、そして資源を

大切に、そして埋立処分場に持っていく量も減らすために、廃プラスチックを埋立不適ごみという

ことで、国あるいは地方自治体の施策にも大きく影響したと思います。また、この答申をもとに、

都が計画を着々と実行して、国のリーダーとして進めているのを大変喜ばしいことだと思っており

ます。 
今回の審議会では、同じく局長がお話しになりましたように、低炭素社会の実現、あるいは循環

型社会の実現、これを統合的に進めていくということで、その辺の状況の変化を踏まえて、ますま

す廃棄物の３Ｒの推進、適正処理の確保、これを進めるような答申ができればいいなと思っており

ます。東京都の審議会の答申は、都のためのみならず、日本全体の方向づけをする、こういうよう
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な役割も担っているのかなと思っております。情報発信として非常に重要だと思っていますので、

真剣に議論を進めたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 
それでは、議事次第に沿って進めたいと思います。 
まず初めに、会長代理を指名させていただきたいと思います。運営要綱第５第３項で、「会長に事

故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。」と

なっております。黒川委員に会長代理をお願いしたいと思います。黒川委員、よろしくお願いいた

します。 
本日は、この審議会に対しまして、知事から諮問があります。まず初めに、事務局から諮問文を

読み上げていただきたいと思います。 
 

【谷上資源循環推進課長】 皆様、お手元の資料２をご覧いただきたいと思います。諮問文を読み

上げさせていただきます。 
 

（諮問文朗読） 
 
【谷上資源循環推進課長】 以上です。 
 
【田中会長】 それでは、有留環境局長から諮問をお受けしたいと思います。 
 

（有留局長から田中会長へ諮問文手交） 
 
【田中会長】 ただいまいただきました諮問書につきましては、写しがお手元の資料の３ページの

資料２として配付されているようですので、ご覧いただきたいと思います。 
それでは、事務局から、ただいまの諮問についての趣旨説明をお願いしたいと思います。廃棄物

対策部長、お願いします。 
 

【井戸廃棄物対策部長】 それでは、諮問の趣旨についてご説明いたします。お手元の資料３をご

覧ください。 
東京都は、前回の廃棄物対策審議会の答申を踏まえまして、平成 18 年９月、東京都廃棄物処理

計画を策定いたしました。都は、その計画の基本理念、循環型社会への変革の実現に向けまして、

廃プラスチック類のリサイクル促進、有害廃棄物の都内処理の推進、産業廃棄物の不法投棄対策、

スーパーエコタウン事業、産業廃棄物処理業者の第三者評価制度の構築などに取り組んでまいりま

した。計画は平成 22 年度で５年の計画期間を終了いたしますけれども、気候変動危機や世界的な
資源制約の顕在化などによりまして、新たな施策の展開の必要性が一層高まっております。そこで、

都としましては、さらなる３Ｒの推進と、適正処理のより一層の徹底を目指しまして、新たな廃棄

物処理計画の策定を行う必要があると考えております。 
以上、諮問の趣旨でございます。よろしくお願いいたします。 
 

【田中会長】 ありがとうございました。 
それでは、議事を進めてまいります。廃棄物審議会で答申するわけですが、それと、東京都がつ

くる廃棄物処理計画の位置づけについて、まず初めに、事務局から説明いただきたいと思います。 
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【谷上資源循環推進課長】 資料４、「東京都廃棄物処理計画について」、それから資料５、これは

前回廃棄物審議会の答申としていただいたものの概要版になります。平成 18 年６月に答申をいた
だきました。 
初めに、資料４のほうでございますが、東京都廃棄物処理計画につきましては、その位置づけを

簡単にご説明させていただきたいと思います。 
東京都廃棄物処理計画、これは東京都環境基本計画を平成 20 年３月に策定してございますが、

その分野別の下位計画として、都の廃棄物・リサイクル施策の基本的方向を定めるものと位置づけ

てございます。それからもう１つ、廃棄物処理法に基づきます都道府県廃棄物処理計画として法定

の事項を定めるものとしての位置づけ、いわゆる法定計画としての位置づけもございます。この廃

棄物処理法の法定計画につきましては、国から基本方針というものが出されてございます。参考資

料につけてございますので、ご覧いただければと思います。 
それから、下のほうに参考ということで書いてございますが、循環型社会形成推進基本法第 32

条にも、地方公共団体は循環型社会の形成のために必要な施策を総合的かつ計画的な推進を図りつ

つ実施するものとするとされてございます。循環型社会形成推進基本法に基づきます法定計画の義

務はございませんが、循環型社会の形成に役立つ施策につきましても、今回新たな東京都廃棄物処

理計画に盛り込みたいというふうに考えてございます。この計画自体は、資料５でお示しします平

成 18 年６月の廃棄物審議会答申、これに基づきまして策定させていただいてございます。ちょう
ど 18年ですから４年半ぐらい前のことになります。 
簡単に、当時の廃棄物審議会からいただいた答申をご説明させていただきます。当時は、６つの

主要課題ということでまとめさせてございます。依然として廃棄物を大量に発生させている社会と

いうことで、いかに発生抑制策を盛り込むかということ。それから、平成 18 年、前回の審議会の
答申でも大きく検討していただきましたが、プラスチックについては埋立処分に依存している部分

が多いということで、できるだけリサイクルを進めていく課題があるということ。それから、有効

活用されていない大量の建設泥土。後を絶たない廃棄物の不適正処理。それから、当時はアスベス

トがかなり大きな問題になりましたが、徹底すべき有害物等の適正処理。健全な発展が求められる

廃棄物処理・リサイクルビジネスという形の６つの課題を掲げてございます。 
これに基づきまして、基本理念といたしまして、今回、廃棄物関係といたしましては、初めて循

環型社会への変革というのを審議会の答申の中に盛り込まさせていただいてございます。循環型社

会のあり方、それから東京都が果たすべき役割ということで、そこに書いてございます基本理念に

基づいて、施策の目指すべき方向、具体的な主要施策について答申をいただいております。 
施策の目指すべき方向につきましては、３つの大きな柱がございまして、発生抑制・リサイクル。

それから廃棄物処理・リサイクルに係る環境リスクの逓減。健全な廃棄物処理・リサイクルビジネ

スの発展というような方向性を答申の中でいただいてございます。 
これを実現するための具体的な策ということで、その主要施策というものも具体的に答申の中に

盛り込ませていただいてございます。計画期間中の目標ということで、最終処分量の削減が大きな

目標として掲げられ、平成 12年度比で５割減を目指す。 331万トンから 160万トンという目標を
答申の中でいただいてございます。主要施策としましては、例えば発生抑制の促進の中での容器包

装廃棄物、家庭ごみの有料化であるとか、産業廃棄物・一般廃棄物共通しておりますが、プラスチ

ック廃棄物のリサイクル促進。有害廃棄物につきましては、アスベスト、感染性、PCBについての
適正処理の促進。それから、不法投棄対策の強化。リサイクルビジネスの健全な促進ということで、
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優良な取組を行っている処理業者を評価する仕組みづくり等、答申をいただいてございます。 
この答申に基づきまして、お手元では参考資料という形でお配りしておりますが、平成 18 年９

月に東京都廃棄物処理計画というものを策定させていただきました。今回も同様に審議会の中で審

議・議論等いただき、答申をいただきまして、次期の廃棄物処理計画に反映させたいというふうに

考えてございます。 
資料４、５の説明は以上でございます。 
 

【田中会長】 ありがとうございました。ただいまのご説明に対して、ご質問あるいはご意見がご

ざいましたら挙手をお願いしたいと思います。私のほうで指名をいたしますので、発言される方は

マイクロホンの赤いボタンを押してから発言をお願いします。発言終了後は、再度同じボタンを押

してください。いかがでしょうか。 
資料５というのは答申の概要ですか。 
 

【谷上資源循環推進課長】 そうです。 
 
【田中会長】 平成 18年６月に答申しましたか。 
 
【谷上資源循環推進課長】 はい。前回は平成 17 年の７月に同じように今日のように諮問をいた
しまして、約１年間かけてご検討いただいて、18年６月に最終答申をいただいてございます。 
 
【田中会長】 ３年半前ですね。 
 
【谷上資源循環推進課長】 そうですね。訂正させていただきます。 
 
【田中会長】 それでは、いかがでしょうか。これで着々と進められている状況も後で説明いただ

くと思いますが、改めてまた現状どんな課題があるのか、その課題を克服するためにどんな提案を

したらいいか、こういう話になります。資料４には３つの役割というので、廃棄物処理法で処理計

画を定めなければならないということ。それから、東京都の環境基本計画、その中でも廃棄物の分

野の廃棄物の適正処理の促進と不法投棄対策という部分を視野に入れて計画をつくる。それから、

循環型社会形成推進基本法がございますので、循環型社会形成に必要な施策もこの中で議論し提言

する、こういうことになる。３つの役割を担っているということが資料４でおわかりでしょう。 
それでは、また後で議論になるかもしれませんが、特にご意見がなければ次にいきましょうか。

続きまして、議事の（３）「現行計画の計画目標の進ちょく状況について」、報告を受けたいと思い

ます。事務局から説明をお願いします。 
 

【谷上資源循環推進課長】 それでは、事務局から、現行計画の計画目標の進捗状況についてご説

明をさせていただきます。お手元の資料６をご説明したいと思います。 
先ほど申し上げましたように、現行の東京都廃棄物処理計画につきましては、６つの目標を立て

てございます。それぞれにつきまして、進捗状況等、簡単に概要をご説明させていただきたいと思

います。 
まず最初に、計画目標６つのうちの１つ目は、平成 22年度の最終処分量を 160万トンに削減す
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るというものでございます。資料６の１ページをご覧いただければと思います。進捗状況でござい

ますが、平成 19年度実績で 178万トン。目標達成率は、80％ということでございます。下の表を
ご覧ください。平成 19 年度実績 178 万トンにつきましては、一廃の 62 と産廃の 116 を足したも
のでございます。既に一般廃棄物につきましては、平成 20 年度実績が出てございます。申しわけ
ございませんが、産廃につきましてはまだ集計中ということで出てございませんが、一般廃棄物に

つきましては、19 年度 62 万トンから、さらに減量が進みまして 44 万トンまで減少してございま
す。現在のところ、22 年度の最終処分量はほぼ、計画目標 160 万トンに達成するのではないかと
いうふうに見込んでございます。 
２ページ目、裏側に内訳等がございます。その下に、一般廃棄物、産業廃棄物ということで書か

れてございます。今回の最終処分量の減少につきましては、一般廃棄物につきましては、23区部に
おきましては、区の方々のご努力により、マテリアルリサイクルが進んできてございます。また、

平成 20年 10月からは廃プラスチックのサーマルリサイクルということで、埋め立てに回る量がか
なり減ってきてございます。また、多摩地域におきましても、多摩の市町村のご努力により、平成

18年７月から焼却灰のエコセメント化が稼働してございます。これによります減量、埋立処分量の
削減効果はかなり大きいということで進めております。引き続き、３Ｒ推進ということでさらなる

減量に努めていきたいと考えてございます。 
産業廃棄物につきましては、長期的に見ますと、各種リサイクル法の施行によりまして、特に建

設関係の処分量が減ってきてございます。また、リサイクル意識の高まり、あるいは石油系燃料の

高騰、いろいろな経済的要因によりまして資源化、あるいは熱回収が進んできてございます。その

ような取組が進んだこともございまして、産業廃棄物のほうも減少傾向にあります。 
続きまして、計画目標の２は、廃プラスチック類のリサイクルを促進し、埋立処分量をゼロにす

るということでございます。具体的な進捗状況につきましては、廃プラスチック類の埋立ゼロ協定

締結 140 社を結ばさせていただいてございます。また、真ん中に黒い四角の囲みでございますが、
産業廃棄物、現在、東京都が管理しております処分場におきまして、廃プラスチック類を受け入れ

てございますが、その搬入承認量を段階的に削減し、23年度にはゼロという形で進めさせていただ
いております。平成 19年度 17万トンから、最終的には今年度 11万トンに減らし、23年度には搬
入をゼロに持っていきたいというふうに考えてございます。また、これに基づきまして、廃プラス

チックは埋め立てではなくリサイクルを進めていただくということで、廃プラ埋立ゼロ協定という

のを廃プラスチック類のリサイクルに取り組む事業者さん、処理業者さんと協定を締結し、埋め立

てに回さないでリサイクルを行うということを宣言していただいております。このような取組を進

めながら、埋立処分量ゼロを達成していきたいというふうに考えてございます。 
それから、４ページに進みまして、計画目標の３つ目、建設泥土の再生利用量を５割増加させる

ということで、これにつきましては、19 年度の実績量 83 万トンとなってございます。これを 16
年度の 60万トンと比較いたしますと、約４割増加です。17、18、19の実績量が 96万トン、99万
トン、83万トンと、90万トン前後を推移しているということで、60万トンからの実績の約５割増
加は、ある程度達成してきているのかなと考えてございます。再生利用率は右の折れ線グラフにあ

りますように、16％から 40％台に上がっております。ちなみに、再生利用率と申しますのは、例え
ば 19年度であれば、全体の排出量に対する再生利用の割合、197万トンに対する 83万トンの割合
の数字でございます。 
それから、計画目標の４、有害廃棄物の都内処理体制を確立するということでございます。これ

につきましては、飛散性のアスベスト、感染性の廃棄物、それからＰＣＢ廃棄物、これを対象にし
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てございます。飛散性のアスベスト対策につきましては、18年２月より、飛散性アスベストを東京
都の中央防波堤の外側埋立処分場におきまして受け入れを開始させていただきました。17年度から
の総合計につきましては、 4,500トン受け入れをしているところでございます。 
感染性廃棄物対策につきましては、平成 17年 10月から、ＩＣタグを活用した医療系廃棄物の追

跡システムにおきまして適正処理の推進を図っているところでございます。参加機関は、そこに書

いてございます表のとおりでございます。 
ＰＣＢ廃棄物対策につきましては、平成 17年 10月に策定いたしました東京都ＰＣＢ廃棄物処理

計画に基づきまして、スーパーエコタウン内にあります日本環境安全事業株式会社の施設で処理を

開始しているところでございます。17年度からの総合計は、そこに書いてあるところでございます。 
続きまして、５ページ目、計画目標の５。首都圏における広域連携を強化し、産業廃棄物の不法

投棄をゼロにするということですが、進捗状況は、下のグラフにありますように、不法投棄件数自

体は下の折れ線グラフのほうでございます。これは関東地方１都６県における不法投棄ということ

で東京都以外も含まれておりますが、関東地方１都６県におきましては、不法投棄件数、投棄量と

も減少はしておりますが、残念ながら撲滅には至っていないというところが現状でございます。こ

れまでの取組につきましては、平成 19 年度から建設解体工事に係る現場指導の取組を実施強化し
てございます。また、平成 12 年に発足いたしました産業廃棄物不適正処理防止広域連絡協議会、
通称「産廃スクラム」ということで、北は福島から南は静岡までの自治体で構成されておりますが、

広域的な連携を図って取組を進めているところでございます。これによる、産廃収集運搬車両の一

斉路上調査であるとか、不法投棄撲滅キャンペーシン等を実施しているところでございます。この

「産廃スクラム」では、平成 21 年３月に、東京路線トラック協会、主に宅急便等を取り扱ってい
る業者さんが入っているのですが、そこと不法投棄の情報提供に関する協定を締結いたしまして、

不法投棄を発見した場合には通報するというような取組を進めているところでございます。 
それから、計画目標の最後の６。これにつきましては、優良な産業廃棄物処理業者が市場価値を

高めていくことができる仕組みを構築するということで、幾つかの施策を進めてきました。１つが

スーパーエコタウン事業でございます。平成 21年 12月現在、そこに書いてある施設が今稼働中で
ございますが、昨年、新たに建設廃棄物のリサイクル施設が加わりまして、今のところ９施設が稼

働しているところでございます。 
それから優良な事業者を評価いたします第三者評価制度、これが 21年の 10月から認定制度を開

始してございます。現在、申請を受け付けた後、審査を行っているところでございまして、初回 190
社からの申請がございました。 
それから、最後に産業廃棄物適正処理推進行動計画ということで、建設廃棄物、あるいは医療廃

棄物等を主な対象といたしまして、処理業者さん、あるいは排出事業者さんとの協議会の中で推進

行動計画というものを策定して、連携して進めていくような取組を進めているところでございます。 
６ページ、７ページには、今ご説明いたしました処理の、量的なものの資料を参考につけさせて

いただいてございます。 
現行計画の計画目標の進捗状況の説明につきましては以上でございます。 
 

【田中会長】 ありがとうございました。ただいまの説明に対して、ご意見、ご質問がありました

らよろしくお願いしたいと思います。今回は第１回目ですので、フリーにご発言いただきたいと思

います。今日の議題はここまでですので、時間はたっぷりございます。 
まず、資料６、審議会の答申を受けて、計画で６つの目標を立てて、その６つの目標の達成状況
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の説明がありました。まずは数字目標を設けて、そして、ほぼ達成している、あるいは着々と施設

が整備されているというお話でしたが、まずこの辺について、よく理解ができないところなども質

問があったらお願いしたいと思います。小泉委員。 
 
【小泉委員】 ２点ほどお伺いしたいのですけれども、３ページにございます計画目標２というこ

とで、廃棄物類のリサイクルを促進し、埋立処分量をゼロにすると。これは、年度数値を見ていく

と、23年度にはゼロということで非常に喜ばしいことだなと思っております。それで、廃プラスチ
ック類埋立ゼロ協定締結 140社というふうに書いてあるのですが、これが全体に比較してどの程度
の割合なのかという点と、もっと協定を締結しなければいけない会社があろうかと思いますので、

その辺のところを少しお話しいただければと思います。こういったものがずっとゼロということで

進むのかどうかという裏づけにもなろうかと思いますので、その点が１点ございます。それがもし

わかれば教えていただきたい。 
それから２点目は、５ページにございます計画目標６の第三者評価制度ということですが、これ

も私、この委員会の委員長ということで関与させていただきましたが、ようやくスタートすること

ができたということで、こういった処理の仕事というのは非常に重要な仕事でございますので、や

はり誇りをもった仕事として、こういった業者の方々がこういう制度を受けて、かつ、そういう優

良業者が仕事をしていく、こういう流れができるといいなと思っております。この場合、 190社か
ら申請を受け付けたというお話ですけれども、この動きといいますか、もっともっとたくさん業者

がございますので、その辺の微分係数というか、これからもっと増えそうなのかどうかというお話

も伺えればありがたい、このように思っております。 
以上２点でございます。よろしくお願いいたします。 
 

【田中会長】 では、事務局、わかる範囲でお願いします。 
 
【谷上資源循環推進課長】 最初の目標２の目標ゼロ協定締結 140社がどれぐらいかということで
すが、収集運搬等も含めて東京都内の処理業者さんの数が大体１万 3,000 ぐらいございますので、
割合からいくと微々たるものでございますが、実際に都の埋立処分場に搬入してございます業者さ

んは、100社弱、98社ぐらいございます。その社の方のほとんどは今回協定に入っていただいてい
るのと、実際に中間処理等を行っていただいている施設を持っている業者さんが大体 340 ぐらい。
ほとんどが収集運搬業者さんのほうが多いんですけれども、今回、リサイクルを進めるに当たって

は、中間処理施設の業者さんがかなり大きな役目を担ってくるのかなと考えてございますので、こ

こら辺を中心に、できれば 140 から１万 3,000 まで全部入っていただくのが理想ですが、できる
だけそれに近づける形で、あと１年間、ＰＲを進めたいというふうに考えてございます。 
 
【田中会長】 第三者評価の 190社の件は。 
 
【加藤産業廃棄物対策課長】  ２点目の第三者評価制度でございますが、先ほどご説明のとおり、
初回ということで 190 社申請がございました。先ほどもありましたが、都内には、約１万 3,000
社の処理業者がございます。この中で、今回の評価制度については、営業実績が１年以上というこ

とで、分母が約１万 2,000 社と見ております。今回は初回で、190 社という実績でございますが、
今後、毎年申請を受け付けまして認定をしていきたいというふうに考えておりまして、全体の１万 
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2,000 社のうち、どの程度の割合かというのは、現在のところ、なかなか見通せない状況でござい
ますが、恐らく来年以降もこの程度の数字に近いものは申請があるのかなと。私どもは排出事業者

側のほうにこの制度のＰＲ等を働きかけておりまして、かなり多いケースとしては、排出事業者さ

ん側から処理業者側に、この認定を受けたらという働きかけといいますか、勧めもあるということ

も聞いておりますので、可能性はだいぶあるかなと考えております。 
なお、ご承知と思いますが、国の制度におきましては、全国におよそ 13 万社あると言われてお

りますが、そのうち実質的には今 324社程度というふうに聞いてございます。 
以上です。 
 

【小泉委員】 どうもありかとうございました。 
 
【田中会長】 関連してちょっと確認ですが、計画目標２のほうの廃プラスチックの埋立ゼロとい

うのは、都内で発生して廃棄物を処分するのは都内の処分場、あるいは都を越えて外の処分場で処

分する場合もありますけれども、それらも含めて、都内から出てくるものの廃棄物の埋立ゼロを目

標にしていると、そう理解していいですか。 
 
【谷上資源循環推進課長】 はい、そうです。 
 
【田中会長】 では、出たところが東北のほうに持っていっても埋め立てはしていないと、こうい

うことですね。 
 
【谷上資源循環推進課長】 他県に持っていったとしても、そこでリサイクルをしていただくとい

うのが計画目標の趣旨でございます。 
 
【田中会長】 それから、５ページの計画目標６ですけれども、プロフェッショナルとか、エキス

パートというのは、個人ではなくて会社を認定するのですか。この会社はエキスパートだとか、プ

ロフェッショナルな会社だとか。個人ではなくて。 
 
【加藤産業廃棄物対策課長】 一般的には法人が多くございますので、そういう意味では会社とい

うことでございます。 
 
【田中会長】 この会社は産廃のエキスパートだと。 
 
【加藤産業廃棄物対策課長】 そうです。 
 
【田中会長】 エキスパートとプロフェッショナルはどう違いがあるのですか。 
 
【加藤産業廃棄物対策課長】 エキスパートのほうが上位ということで、私どもとしては、業界の

トップランナー的な業者という位置づけにしております。 
 
【田中会長】 それがエキスパートだと。 
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【加藤産業廃棄物対策課長】 はい。もう１ランクの産廃プロフェッショナルのほうは、業界の中

核的な役割を担うであろう優良な業者ということで位置づけてございます。 
 
【田中会長】 どちらかというと、エキスパートのほうが上位という位置づけになっていると。 
 
【加藤産業廃棄物対策課長】 はい。クリアすべき項目は上位に位置づけられております。 
 
【田中会長】 そうなった場合のメリットは業者には何かあるのでしょうか。 
 
【加藤産業廃棄物対策課長】 恐れ入りますが、お手元に黒いリーフレットをお配りしてございま

す。制度の概要について述べさせていただきますが、右側の６番、ログマークの使用例ということ

でございますけれども、認定された業者につきましては、認定証と、それから、ここにありますけ

れども、例えば名刺に認定のログマークを刷れるとか、ユニフォームにつけられる、それから、収

集運搬等のトラック、こういったものに大きいステッカーを貼れるとか、そういったことを認める

ことで、市場の中で自らの優位性をこういったツールを使ってアピールすることができる。それに

よって排出事業者のほうから選ばれやすくする。ビジネスチャンスの拡大につなげていけるだろう

ということで考えております。それから、認定されました業者は、東京都のホームページ、それか

ら認定機関であります東京都環境整備公社のホームページ等、機会あるごとにこういった媒体を通

じて行政からもＰＲしていくということでございます。 
 

【田中会長】 これが、いわゆる優良産廃処理業者という位置づけですね。 
 
【加藤産業廃棄物対策課長】 はい、そうです。 
 
【田中会長】 更新の期間を少し長くするとかということは考えていないんですか。 
 
【加藤産業廃棄物対策課長】 それは法的更新のほうでしょうか。 
 
【田中会長】 はい。 
 
【加藤産業廃棄物対策課長】 今回の制度は、前回の審議会でもいろいろご審議いただいた結果を

踏まえて制度構築いたしましたけれども、やはり免許制度とは切り離したところでやろうというの

が基本的な考え方であろうということで、他県では免許権者がこういった制度をつくっているとこ

ろもありますが、東京都は第三者機関がやるということで、繰り返しになりますけれども、免許制

度とは切り離したところでやっていこうということです。 
 
【田中会長】 わかりました。ほかにございますか。黒川委員。 
 
【黒川会長代理】 前回の計画が着々とうまく進んでいるという数字を見せていただいたのですが、

この間はずっと景気が悪くて、どちらかというと、廃棄物は運がよく縮小気味になっていたとか、
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それから、建設の活動量も大幅に金減っている状態だったので、結果としてこうなっているかもし

れないですよね。それで、今、一生懸命、経済を一定の成長路線に乗せようとすると、こんなにう

まくいくのかなというのがちょっと心配でもあるのですけれども、この感覚はどんな感じなのか。

廃棄物処理業というのは、消費者も消費をシュリンクさせていると思いますし、いろいろなところ

で状況が減る傾向になっているように私には見えるのですが、数字をそのまま受けとめていいのか

なというのがちょっと心配なので、そこのところについてどういうふうに考えていらっしゃるか教

えていただきたいのですが。 
 
【田中会長】 関連して。吉本委員、どうぞ。 
 
【吉本委員】 東京産業廃棄物協会の吉本でございます。黒川先生のおっしゃるとおり、間違いな

く廃棄物は今減っております。大体２割ぐらいは減っているのではないか。特に建設に関しては３

割から４割、それがこの数値に影響しているかどうかははかりかねますが、最近の私ども協会の実

情では、皆さん、仕事がなくて困っている。それから、量が少なくなっているのが実情です。 
以上でございます。 
 

【田中会長】 そもそも廃棄物が発生しなくなったということが景気を反映しているのではないか

ということですが、事務局からも何か感想がございますか。あるいは、何かコメントは。 
 
【谷上資源循環推進課長】 具体的に減ってきた要因を定量的に寄与率も含めてまだ分析している

わけではないですけれども、とにかく産業廃棄物につきましては大きく減ってきているのは、やは

り公共工事から出てくる建設廃棄物が量的にもかなり大部分を占めますので、解体も含めて、その

分が大きいのかなというようなことがございます。 
それから、一般廃棄物につきましては、皆様方もリサイクル等の都民の方々のご努力により、リ

サイクル量自体はかなり増えてきております。リサイクル率につきましては、ここ 10年間で 10ポ
イントぐらい上がっているような現象もあるのですけれども、排出量自体は確かに減ってはいるの

ですが、大幅に減ってきているということではないので、そこで発生抑制について今後ももう少し

力を入れていく必要があるのではないかというふうには感じてございます。 
 

【田中会長】  それでは、勝浦委員、お願いします。 
 
【勝浦委員】  １件は今のことを聞こうと思ったのですけれども、ちょっと関連しますと、例えば
産業廃棄物の最終処分量のグラフを見ますと、平成 17 年が一回減って、18 年に増えて、また 19
年に減っているということで、ただ、残念ながら、その内訳は次のページに出ていないので、これ

を見れば今のお話がもう少しわかるのかなと思ったので、何か資料があれば提示していただきたい

というのが１件。 
それからもう１つは、４ページの計画４の有害物のところですが、感染性の廃棄物対策、これは

私どもも容リプラの話などを聞いても、注射針が入っているとかという話をよく聞きますので、や

はりこういうところは非常に重視しなければいけないと思うのですが、今の参加機関の数は全体の

母数に対して何％ぐらいなのかというのをちょっと教えていただきたいと思います。それぞれの病

院とか診療機関別にわかれば教えていただきたい。その２件、お願いします。 
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【田中会長】 これは、ＩＣタグを利用してやっているという具体的な数字ですね。 
 
【勝浦委員】 そうですね。 
 
【田中会長】 その辺、何かありますか。 
 
【風祭産業廃棄物技術担当課長】 今のご質問につきましては、私、風祭からご説明いたします。 
まず、４ページの表の都立及び民間病院 35 件ですけれども、都内に病院は約 660 ございます。

そのうちの 35 ということでございます。医師会様のほうは、クリニック等ですが、大体１万以上
は都内にございますので、そのうちの約 1,000、１割程度ということになると思います。あと、動
物病院は、都内に 1,000 軒ぐらいございます。そのうちの 130 でございます。動物病院は、一昨
年あたりから徐々に増えていっているということです。あと歯科医院も、クリニック同様、都内に

１万以上ございますが、歯科医院につきましては、昨年からようやく導入していただいたばかりで

ございまして、今後、普及を図ってまいりたいと思っております。 
以上でございます。 
 

【田中会長】 ありがとうございました。では、崎田委員、お願いします。 
 
【崎田委員】 ありがとうございます。この計画目標１の進捗状況のところですけれども、前回の

審議会での内容で一番印象深かったのは、やはり廃プラスチックを埋立不適物にしたというところ

が大変大きかったという印象を持っています。その後、23区とか、いろいろなところがリサイクル
の仕方、分別の仕方を変えたりという大きな影響があったのですけれども、今、例えば 23 区によ
って廃プラスチックのマテリアルリサイクルの仕方、そしてサーマルの回し方とか、区によって少

しずつやり方が違うとか、そういう状況もあると思いますので、またこういう審議の中で、そうい

う変化とか違いとか、そういうものも分析が出てきたらうれしいと思いますし、例えば発生抑制の

ところで、家庭ごみ有料化施策をとることで事業系のところもきちんと出るようにというような配

慮も、いろいろと検討もあったと思うのですが、今、廃棄物の最終処分場の危機感というのが多摩

地域のほうが強いので、多摩地域の自治体は家庭ごみの有料化というのはかなり進んできています

けれども、23区のほうは、検討は始まっているけれども実施しているところはどこもないとか、施
策の進捗状況にいろいろな波があると思いますので、そういう全体状況の把握とか、そういうもの

も今後必要かなという感じがしております。よろしくお願いいたします。 
 
【田中会長】  そういうことで、もう少しきめ細かいレビューが必要だということですが、今すぐ
答えられる点があればお願いします。 
 
【谷上資源循環推進課長】  先ほどの勝浦委員の最終処分量につきましては、一応 19 年度分は、
資料６の７ページのところに、一番下の都内から排出された産業廃棄物の種類別最終処分量という

ことで、種類別、あと業種別が、出ております。ご指摘いただいたように、15、16、17、18、19
でどういう変化が種類別あるいは業者別に見られたかというのは次回の審議会等でお示しするなり、

あるいは委員の方々にご連絡するなりしたいと思っております。 
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 それから、23区のほうの分別の仕方によってどのような変化があったかということにつきまして
も、いろいろと情報を収集して、次回以降ご提示できるような形にしたいと思っております。 
 
【田中会長】 ホームページで見る限りは、23区のうち 12がマテリアルリカバリーで、11がサー
マルリカバリーでやっているようになっていますけれども、もう少し詳しく。 
それでは、山﨑委員、お願いします。 
 

【山﨑委員】  江東区長の山﨑と申しまして、今回この審議会に入れまして大変ありがたく思って
いるのですが、私は生まれてからずっと江東区でございまして、区議会、都議会、そして今、区長

ですが、江東区は、ご存じのように、昔は夢の島に東京じゅうのごみが埋め立てられてきた。そう

したすぐそばで生活をしてきたものですから、ごみ、廃棄物に対する考え方というのは非常に身近

に感じているものですから、今、区長会でもいろいろ議論をさせていただいているのですが、現在

も江東区の地先に中央防波堤外側処分場、あるいは新海面処分場を持っていて、多くの車が出入り

をしているという現状があります。今、委員さんからも廃プラスチックの処理方法が 23 区一致し
ていないという、バラバラな部分がありまして、燃やすごみと燃やさないごみに分別している、分

別していないという区が半々ですね。これは、１つには、基礎的自治体として、かつて清掃事業は

東京都清掃局が一括してやっておりました。平成 12 年に区に移管されまして、そのときから区と
いうのは、私、区長でこんなことを言ってはいけないのですが、地方の市町村と同じように基礎的

自治体だと。区のことは区で、自分たちでやるんだという意識が非常に強くて、東京都から、こう

しなさい、ああしなさいということはなかなか聞かないんですよ。私もその中の一人ですが。そう

しますと、例えばプラスチック類は分別すべきだというふうにうちの区はやっている。ところが、

隣の区ではサーマルだからいいんだと全部燃やしてしまう。そうすると、いろいろ混ざったプラス

チック類が入ったごみが江東区の清掃工場へ入ってくるわけです。そうすると、うちの区はだめで

すと言えないんですね、現在のシステムでは。そうした問題点がありまして非常に苦しんでいるの

ですが、とにかく、うちの江東区で言えば、ほかの 11 区もそうですが、分別びん・缶、ペットボ
トル、それからプラスチック、発泡スチロールのトレー、こういうものをどんどん分けて収集して

いるのですが、やらない区がある。だから、ここの前回の資料にも、市町村が推進する廃棄物の減

量やリサイクル推進施策を相互に協力・連携するということが東京都の役割として出ているのです

が、どこまでこれが徹底できるかというと、非常に難しいと思いますね。 
しかし、これは埋め立てを減らさなければいけない、ゼロにするという目標は当然あるべきだと

思うし、それと同時に、発生抑制をしなければならないとか、廃棄物の処理については問題点がた

くさんあります。私は現場でごみの収集をしている職員と一緒にまちを回ったり、いろいろなこと

を一緒に体験していますので、現場の声を一番聞いているつもりでいるのですが、そうしますと、

うちの区の区民は、こんなに一生懸命やって分別しているにもかかわらず、ほかの区がやらずに、

そのごみを江東区の工場で燃やしているというのはどういうわけだというような問題もあるんです。

だから、そういった点も今後、都としてどうリードしてこの基本計画の中に、23区、三多摩も含め
てですが、どうリードするかというのはこの審議会の大きな使命だと私は思うんです。そのことを

念頭に入れながら、ぜひご議論を賜りたいというふうに思っております。 
それから、発生抑制、リユース、リサイクルの推進、この３Ｒですが、今、私どもは５Ｒにして

いるんです。もうご存じでしょうが、リデュース、リユース、リサイクルのほかに、リフューズ（断

る）、余分な包装は要らないとか、袋は要らないとか、自分で買い物袋を持っていくとか、それから
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リペア、これは修理して使おうと。粗大ごみなどもそうですが、自転車にしてもそうですし、さま

ざまなものを修理すれば使える。だから、シルバー人材センター、お年寄りなどで得意な人たちに

一生懸命修理してもらって、それをまた市場に流すようなこともやっていまして、３Ｒでいいのか、

５Ｒのほうがもっと細かくて、住民にわかりやすいのではないか、そんなご議論もしていただけれ

ばありがたいと思っています。 
 

【田中会長】 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】 今、現行計画の進捗状況を伺ったわけでございますけれども、資料３の諮問の趣旨

というのをチラチラとながめさせていただくと、気候変動危機とか、世界の資源制約などのそうい

った問題点が指摘されているわけでございます。先ほど来、プラスチックの種類が変わって云々が

ございますが、私自身も目黒区の廃棄物等の審議会の会長などをやっていまして、それを見ますと、

恐らく廃棄物処理に関わるＣＯ2 の発生量はここのところ増えているのではないかという気もする
んです。そういうことを含めて、例えばごみ処理に関わるＣＯ2 だけではなく、全体的なＣＯ2 の
排出量の進捗というか、推移というか、そういうデータは当然、現行計画には入っていませんから

ないのかもしれないですが、もしあれば出していただきたいというのが将来への希望でございます。 
それから同時に、資源制約のほうもそうですけれども、どのぐらいのそういった資源になり得る

ようなごみが排出されて、実際、どのぐらいの資源になったのかというようなことも、今、データ

をお取りになっているかどうかわかりませんが、もしあれば将来お示しいただきたいという希望で

ございます。 
 

【田中会長】  ありがとうございました。上田委員、お願いします。 
 
【上田委員】 私ども東京都リサイクル事業協会は、産業廃棄物または一般廃棄物を専ら扱ってい

るわけでございますが、今日見まして、専らもののほうは大分よく分別されているわけですけれど

も、産業廃棄物のほうを見ますと、建設業と上下水道で合わせて 92％の量と。また、がれき類と建
設汚泥、これを足しますと総量の 69％。やはり量の多いものを優先的に減らす方法をやりませんと
いけないというふうに痛感いたしました。それで、４ページの計画目標３、建設汚泥、これで 18
年６月に通知後、ガイドラインで「自ら利用」が促進された。それで、83万トンの云々とあります
が、これは 16年、17年、18年で急激に再利用がなって、その後、横ばいということになっている
のですが、まず「自ら利用」の内容で、今まで捨てていたものを、そういうガイドライン一つでこ

んなに自ら利用できるのか。では、今までなぜやらなかったのか。ガイドラインをつくっただけで

できる。では、これ以上に今止まっているのをするには、さらに厳しい規制、あるいは罰則、ある

いは省令、そういうものをやったら相当いくのではないか。そのための新しい方法その他、エコも

含めて、研究なさっているのかどうか。この２点をお聞きしたいのですが。 
 
【田中会長】 ありがとうございました。何か答えられる点はありますか。 
 
【谷上資源循環推進課長】 建設汚泥は確かに量がかなり多いということですね。基本的には、脱

水などによって量的にはかなり少なくなるのですが、脱水あるいは粒度調整することによって、も

う一回、土と同じような形で使える場合がかなりある。その基準を決めたことによって、例えば実
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際の工事現場にある埋立材にもう一度利用するというようなことが促進されたのが大きな理由にな

っていると思います。しかしながら、ほかのもの等について、例えば埋立地で今、海面埋立してい

るところはかなり少なくなってきているのですが、海面埋立の埋立材に使われている例が多いので

すが、実はその量自体、いわゆる受け入れ側の量自体もかなり減ってきているということもござい

ます。ここでは再生利用量５割増加ということに対して４割出てきましたということですが、まだ

まだいろいろな課題は建設汚泥に関してはあるのかなと感じているところでございます。 
 
【上田委員】 現在、私どもが聞いていますのは、再利用にセメントを大量に使っていらっしゃる

ということですが、エコの点を考えますと、ほかの方法があるんじゃないか。例えば、私どもがや

っております古紙は現在、国内では使い切れないで輸出しているのですが、その余剰の古紙を使っ

て粉砕したものを脱水、また凝固に使いまして、これはｐＨが中性なものですから、草木の植生が

よく公園にでも使える。こういうものも開発しております。東京都さんに、建設資材の登録はさせ

ていただいているのですが、残念ながら、東京都では現在使われていないんです。各県には、ボン

テラン工法というのですが、これはかなり使われているのでございますが、これも併せて、これは

エコにもつながりますし、環境にもつながりますので、よろしくお願いしたいと思います。 
 
【田中会長】 ありがとうございました。ほかに。辰巳委員。 
 
【辰巳委員】 辰巳です。幾つか質問があったのですが、今までのお話しを伺いましてかなり解決

しました。あともう少しお聞きしたいというふうに思っておりますのは、やはり私も計画目標２の

廃プラのリサイクルの話がとても気になっております。今ここに書かれていますのは、産廃に関し

てのみですよね。先ほどおっしゃったように、私などは生活者の立場から一廃がどうなっているの

かというのもここにデータが欲しかったと思っています。 
それから、建設汚泥の再生利用量の５割増加というお話ですが、例えば都の公共工事などでもこ

ういうものを使っていこうということがあるのかどうかということもお聞きしたいと思います。 
あと、注意しなければいけないのかなと思いますのは、再生利用がイコール埋め立てに近いよう

な形になるのであれば、例えば焼却灰のようなものが何かの形になって、それが埋め立てに近い形

になる場合、それを再生利用と言えるのかどうかの判断が非常に厳しいかなと思いますので、その

あたりをもう少し詳しく知りたいと思っております。 
それから、もう１つ。計画目標５の産廃の不法投棄のお話ですが、例えば東京は、たくさんの島

しょがあります。そういう地域で個人の不法投棄というのもあり得るのではないかという気がする

のですが。産廃の不法投棄がゼロとありますが、家庭から出るというか、一般廃棄物になると思う

のですが、そういう不法投棄の状況はどうなのか。あるいは、どの程度把握されていて、どういう

対策をおとりになっているのかということも知りたいと思いました。 
以上でございます。 
 

【田中会長】 ありがとうございました。事務局から何か。 
 
【谷上資源循環推進課長】 最初の建設関係から出てくる例えば廃棄物につきましては、できるだ

けリサイクルするように、公共工事に関しましては東京都でガイドライン等をつくっております。

あるいは、例えば建設資材に使うべき再生品につきましても、リストアップして、必ず使わなけれ
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ばいけないもの、あるいは、できるだけ使うようなものに分けて促進をしているところでございま

す。また別途資料等ございますので、次回以降お示ししたいというふうに考えてございます。 
 それから、廃プラ埋立ゼロの一般廃棄物の関係のほうにつきましても、基本的には、例えば区市

町村さんのほうで、プラスチック、容器包装に関しては、かなりマテリアルリサイクルをしつつ、

残りのものについてはできるだけサーマルをというような方向になっておりますので、減少してき

ております。ちょっとデータはここにございませんけれども、これも次回以降お示しさせていただ

きたいというふうに思っております。 
 
【金子一般廃棄物対策課長】 最後にご質問がございました島しょ等で不法投棄等が出ているので

はないかというご質問でございますが、今手元に詳しい資料はないのですけれども、基本的に一廃

は、島しょも含めまして、各自治体の責任で処理しているところでございまして、産廃に比べると、

それほど大規模な社会問題化するような現象は起きていないと認識しているところでございます。 
 
【田中会長】 有料化すると、捨てるということも減少しますよね。橋本委員。 
 
【橋本（昌）委員】 今の不法投棄に関連して５ページですが、進捗状況ということで、不法投棄

件数及び投棄量は減少しているが撲滅には至っていないというお話ですが、このグラフを見ると、

確かに投棄件数は 15 年から著しく減っているのですが、投棄量は、16 年が 11 と異常値みたいな
感じですが、大体４～５ということで量のほうはほとんど変わっていないというグラフの読み方を

してしまうのですが、件数が非常に減ってきているにもかかわらず、量のほうはほとんど変わらな

いというのは何か理由みたいなものがあるのですか。 
 
【田中会長】 答えられるでしょうか。 
 
【佐伯不法投棄対策担当副参事】 今の委員のお話ですが、グラフにあるとおり、件数自体は減少

してきている。ただ、投棄量全体としては、１件自体の件数が増加というか、横ばいというふうに

見えるかと思いますが、その原因につきましては、詳しい原因分析までまだ手元にないところでは

ありますが、全体的な件数自体が減っているということで、我々のほうは不法投棄の対策は効果が

出ているというふうに思っております。 
 
【田中会長】 全国の不法投棄も一時 1,000件ぐらいありましたけれども、今は相当減って、廃棄
物も 30万トンぐらいありましたけれども 10万トン。だから、見る限りは、全国のかなりの割合が
関東地方で不法投棄が起こっているような数字ですね。建設系の廃棄物だと思いますけれども。 
ほかにございますか。橋本委員。 
 

【橋本（征）委員】 ３点ほどお願いしたいのですけれども、１点目は、先ほどからずっと議論に

なっている３ページのプラスチックの関係です。事業系のプラスチックの小口回収実証モデル事業

というのを実施されておられますが、その後、このモデル事業の後、どういう状況にあるのかとい

うのがおわかりでしたら教えていただきたいのが１点目です。 
それから２点目は、先ほどの不法投棄の話ですが、５ページの建設解体工事での現場指導の取組

を実施されておられますが、その具体的な中身を教えていただきたいと思いました。追跡調査とい
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うのは具体的にはどういう調査をされているのか教えていただければと思います。 
それから３点目は、先ほど安井先生からお話のあった諮問の趣旨との関係ですが、気候変動とか、

資源制約といったことが廃棄物処理においても重要な背景となる問題になってきているということ

だと思いますので、今後議論する上でも、こういった視点は重要かなと思います。気候変動の関連

については、先ほどからずっと議論になっている、リサイクルも含めて、熱回収も含めてですが、

特にプラスチックの燃焼から発生するＣＯ2 というのが廃棄物部門では非常に大きい排出源になっ
ていますので、そういう観点から、プラスチックをどのように処理、あるいはリサイクルしていく

のかという検討が重要だろうと思います。また、資源制約については、やはり都市鉱山ということ

で最近いろいろなところで出てきますが、そういったストックからの資源回収のシステムを廃棄物

処理側でどうつくっていくのかということが重要な論点、今回、議論すべき内容の大きな視点では

ないかと思いました。３点目はコメントです。 
 

【田中会長】 松野委員、お願いします。 
 
【松野委員】 松野でございます。関連ですが、４年前のところの主な課題として、建築の廃材、

廃プラ、そして不法投棄に主眼があったということですが、今回の諮問の趣旨は、気候変動と、特

に資源制約の顕在化という言葉が非常に斬新なところであって、だから私も呼ばれたのかなと思う

のですが、そういったところで広くレアメタルを含め、いろいろなところで資源をいかに保持して

いくか、そういったところを議論いただければと思います。コメントでございます。 
 
【田中会長】 ありがとうございました。ほかに。崎田委員。 
 
【崎田委員】 計画目標６の関係ですが、今、資源制約の話とか、これからのいろいろな新しいリ

サイクルの話などがありましたが、スーパーエコタウン事業が持っているポテンシャルとか、ここ

の事業での課題整理が今後もいろいろ役に立つのではないかと思いました。ですから、今後の話し

合いのときに、ぜひそういうところの状況も伺えればと思ったのですが。例えば今、社会の中で容

器包装のリサイクルシステムができると、今度は生ごみをどうしようかという話がどこでも起こっ

ているのですが、それは家庭系だけではなくて、事業系の中小事業者さんから出てくるものとか、

そういうときに、食品のリサイクルの飼料化・肥料化、そしてバイオガス化とかに関しては、小規

模ではなかなかできないというお話もあるので、少し東京というところで今後どんな可能性がある

のかということもきちんと話し合っていくことが大事ではないかと思います。 
以前、２年ぐらい前にスーパーエコタウンの見学をさせていただいたときに、一つ一つの建物か

ら出てくる廃熱や、エネルギーなど、そういうものをなかなか使い切るような連携したシステムが

あまりないように伺ったのですが、施設から出てくるエネルギーや熱を徹底的に活用するとか、い

ろいろな可能性があると思いますので、そういうところも考えていけたらと思っています。 
 

【田中会長】 ありがとうございました。杉山委員、お願いします。 
 
【杉山委員】 ２点申し上げたいと思います。最初１点目は、計画目標ということで６つ掲げてい

らっしゃって、いずれもなるほどと思う内容ですが、ちょっと揚げ足取りみたいに聞こえるかもし

れないのですが、例えば計画目標の１ですと平成 22 年度の最終処分量を幾つということで、非常
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に検証しやすい形の目標になっているのですが、計画目標２以降については、すべてそうですが、

あえて年度を出していらっしゃらない。年度を出していなくても、計画が５年間だからあえて言う

必要はないという、単純なことなのかもしれないのですが、やはり目標というのは、いつまでに、

どういうステップで、誰がどうやるということがはっきりしないと、すごく意地悪な言い方をする

と、掛け声に聞こえてしまわないわけでもないので、よりいつまでに、どこまでたどり着くという

ことを打ち出していただけるといいのではないかと思いました。特にいろいろな委員の皆様からも

ご意見が出ましたけれど、計画目標２について、私はこれを最初に読んだときに、廃プラスチック

類は、産廃も一廃も、一廃の中の事業系も家庭系もすべて埋立処分量をゼロにするというふうに読

んだものですから、これはすごくいろいろな労力がかかることで、それをいつまでに、どう達成し

ていくのだろうと思ったんです。ここに書かれている進捗状況が 140社と。これはこれで非常にす
ばらしい成果だと思うのですが、やはり掲げられている目標の内容からすると、これだけで進捗状

況ということは少し限られている気がしますので、今後の目標づくりのときには、この目標が本当

にどこまで達成できているかということが明確になるために、具体的な指標であるとか、もう少し

網羅した形で、後から検証できるような目標を立てていけると、よりすばらしいかなと思いました。 
それともう１つは、計画目標４の有害廃棄物の都内処理体制の確立の中で、有害廃棄物という範

疇ではないかもしれないですが、最近いろいろ言われております携帯電話ですとか、小型の家電製

品、それから私、個人的に非常に気になっていますのがエアゾール缶とか、カセットボンベとか、

収集のときの火災の原因にもなっているものが多いと思いますので、それぞれについては各自治体

でもいろいろ対策をとられているとは思うのですが、特に事業者との連携ということを考えると、

個別の市区町村ではなかなか難しいということもありますので、ぜひ都としてまとまって何か、今、

量としてはそれほど大きくないかもしれないけれども、まだ問題の残っているいろいろな廃棄物に

ついて対策をとっていけるといいのではないかと思っております。 
以上です。 
 

【田中会長】 ありがとうございました。高橋委員、お願いします。 
 
【高橋委員】 高橋でございます。建築業の話がいろいろ出ていますので一言と思いまして。私は

現在、ゼネコンが 23 社集まって、月１回、副産物に関してさまざまな議論をしている、建設副産
物部会の部会長をやらせていただいております。何年かですぐ変わってしまいますものですから長

く出てまいりませんけれども、その中で、やはり建設廃棄物の話題がどうしても出ます。先ほどか

らお伺いしていますと、１つは、汚泥の再生利用の話がございました。実態を少し申し上げますと、

実は、リサイクルガイドラインが出まして、先ほどご説明があったとおり、これはかなり再生利用

が進んでおります。どなたか疑問といいますか、そういうガイドラインが出ただけでというお話が

ございましたけれども、これは当然ながら我々も再生利用するに当たっては、土壌の状態やら、あ

るいは埋め立てた後のことを常に考えておりまして、その辺はきちんと行政とも相談をしながらや

っておるところでございます。ただし、簡単に申し上げますと、東京都内ではなかなかこれが進ま

ない。その理由は簡単で敷地がないからでございます。先ほどどなたかおっしゃいましたように、

水を抜くとか、そういう処理をするためには、その再生利用をする事業所の敷地がないとなかなか

汚泥を置いておけないという簡単な事情がございまして、そういう意味では、東京都以外の地方で

はかなり進んでいる例がございます。これも課題でございまして、したがって、東京都内でやる工

事につきましても、何かいい方法はないかというのが１つの課題でございます。 



 20

もう１つは、これは建設業の我々はいつも肩身の狭い思いをするわけですけれども、不法投棄の

件数にしろ、量にしろ、建設廃棄物が一番だと。70％だという不名誉な数値でございますけれども、
どうも我々ゼネコン側にしますと、そんなことはあり得ないんじゃないかと思っているんです。で

すから、不法投棄の実態といいますか、本当に建設系なのかとか、この辺の実態ももう少し詳細に

調べていただければと思います。不法投棄をゼロにするというのは全く大賛成でございまして、そ

のための施策を我々も打っているわけでございますが、実態をもう少し詳細に知りたいというのが

我々の希望でございます。 
最後に、廃プラの埋立ゼロも我々建設業にとっては非常に大きな課題でございます。先ほどもご

ざいましたが、東京都から他県に排出するものもゼロにすると。これは、東京都に埋め立てるとこ

ろをゼロにするのは捉えられるかと思いますけれども、他県に排出するものまで埋立ゼロにすると

いう、これはどうやって数値を捉えるのかなというのがちょっと疑問な点でございますので、その

辺がお聞きできればと思います。 
以上でございます。 
 

【田中会長】  ありがとうございました。いろいろ活発なご意見がございました。今後、部会もつ
くって議論したいと思いますが、予定の時間がまいりましたので、特に今どうしてもということが

なければ。 
 
【辰巳委員】  もう一言だけよろしいですか。 
 
【田中会長】  では、手短にお願いします。 
 
【辰巳委員】 済みません。処理計画の諮問の趣旨と照らし合わせながら、廃棄物処理計画という

ものを見ています。先ほどから何度も低炭素社会と資源制約のお話があったのですが、環境基本計

画に基づくというところの環境基本計画の１つ目の丸に「人類・生物の生存基盤の確保」という大

きな言葉が書いてありまして、今年度、ＣＯＰ10 も開催されますので、文字には出てこなくても、
もう少しそういう精神はこちらの趣旨に今後やっていく中で反映させていただけるといいかなと思

いました。よろしくお願いします。 
 
【田中会長】  勝浦委員も手短にお願いします。 
 
【勝浦委員】  私が言いたかったのは、いわゆる容リ法のプラスチックについて、今、東京都では
燃やす、要するにサーマルリカバリーをするところと、いわゆる容リに乗っているところが半々で

すけれども、いつも我々がよくわからないのは、コストとベネフィットがどうかというところが、

特に自治体での収集とか、いわゆる中間処理のコストがよくわからないのですけれども、この間、

環境省のデータを計算すると、今のＣＯ2 削減は１トン当たり９万円ぐらいかかっていると。これ
は私が計算したのですが、いわゆるＣＯ2 削減の施策としては非常にコストが高いなという感じが
するものですから、そういうこともぜひ東京 23 区で、例えばやっているところとやっていないと
ころでどのぐらいのコストの差があるのか、それに対してどのぐらいのＣＯ2 削減ができたのかと
いうようなところをぜひデータを出していただいて、そういうデータに基づいて議論したいなと。

特に、東京のように非常に人口密集地は、いわゆる廃熱をうまく利用する。例えば地域冷暖房とか、
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そういうことまで含めて考えると、サーマルリカバリーは非常に効果的な施策になるのではないか

と思いますので、そういう観点まで幅を広げたことを一度議論したいと考えております。 
 

【田中会長】 それでは、今後のスケジュールについて事務局の予定を伺いたいと思います。 
 
【谷上資源循環推進課長】 どうもありがとうございます。今までいただいたご質問、ご意見は、

改めて整理いたしまして次回お示ししたいと思いますので、ご了解いただければと思います。 
今後のスケジュールですが、概ね９月ごろまでに中間取りまとめをいただきたいたいと考えてお

ります。その後、パブリックコメントを募集した上で、さらにご審議をいだきまして、11月ごろに
は最終的な答申をちょうだいできればと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

 
【田中会長】  今のスケジュールに向けて、計画については集中的に検討していただく必要がある
と思います。そのために、この諮問については計画部会を設置して課題の整理と集中的な検討、議

論をしていただきたいと思います。部会の審議結果を総会で全体報告していただいて、審議会とし

ての結論をまとめることにしてはいかがかと思いますがどうでしょうか。 
 

（「異議なし」の声あり） 
 

【田中会長】 審議会の要綱の第７条第３項によりますと、部会長及び部会の委員につきましては、

会長が指名とあります。私から指名をさせていただき、次の方々に部会の委員になっていただきた

いと思います。 
江尻委員、勝浦委員、北村委員、黒川委員、小泉委員、崎田委員、杉山委員、高橋委員、辰巳委

員、橋本征二委員、細田委員、松野委員、安井委員にお願いしたいと思います。 
ほかに部会に加わりたい委員の方はいらっしゃいますでしょうか。 
 

【上田委員】 上田ですが、お願いいたします。 
 
【田中会長】 追加で。では、事務局そのように。 
部会長は、小泉委員にお願いしたいと思います。小泉委員、部会委員の皆さん、どうぞよろしく

お願いいたします。 
最後に私から。内容についてはあまり発言しなかったのですが、今まで６つの計画目標を立てて、

それを実行しておりますので、その辺のレビューをして、そもそも目標がこれでいいのか改めて、

指標ですけれども、こういう６つの目標をもう一遍見直して、先ほど勝浦委員もおっしゃいました

が、効果はどうだったのか。そのために、いろいろ費用も含めて、犠牲はどうだったのかというこ

とで、コスト・ベネフィットというような観点でレビューをしていただく。それで、問題があれば、

さらに発展させて次の目標を設定して続けていく、こういうことが第一に必要かと思います。 
今日の話で幾つかありました、３Ｒではなくて５Ｒだとおっしゃる山﨑委員のご指摘のとおり、

大事な点です。ただ、物質回収とエネルギー回収どちらがいいか、物も大切に、エネルギーも大切

にということで、その点でいろいろ議論が分かれていて、その結果が今のような状況になっている

のだと思います。今の流れでは、地球温暖化ということでＣＯ2 の削減という話があります。世界
の国々がリニューアブル・エネルギーを活用して化石燃料の消費量を減らす、これが最大の目標に
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なっていますので、資源でも化石資源をできるだけ残していく。リニューアブルなエネルギーは徹

底的に活用しようということで、太陽光とか、風力とか。その中に廃棄物を徹底的に活用するとい

うことで、その中の流れでは、まだ廃プラスチックは別ということがありますが、それについて私

は異論があるんです。石油をそのまま使って発電するのと違って、石油を使ってプラスチックにな

って、一働きをして、それで今日出てくる廃プラスチックを使っても、明日は同じように出てくる

という意味では、今日、廃プラを燃料として石油の消費の代わりに使うということをすれば、それ

は代替エネルギーで使うというので、そのプラスチックを燃やしたときはＣＯ2 はカウントすると
いうのがどうも腑に落ちなくて、廃棄物のプラスチックを燃やしたのはちょっと大目に見てよと言

いたいところですね。その辺は世界でこの分野で連携して、そういう認知を取っていきたいと思っ

ています。リニューアブル・エネルギーを使って化石燃料の資源を温存するということにつながる

かどうか、この視点において廃棄物の利活用の促進というのが大事かなと思っています。 
それからもう１つ、日ごろから思っているのは、廃棄物の処理・処分、あるいは３Ｒの施設を上

手に使うということが必要かなと。東京都下でもいろいろな施設がある。片方では遊んでいるのに、

片方では、ないから建設をしているというので、お互いに連携し合って、お互いに補うような仕組

みをしてはどうか、全体としては十分処理能力があるのに、どんどん施設が建設されて、物がこな

いから大変だと、こういうストーリーをいつも聞かされるので、部分的に処理能力を借りるとか、

貸すとか、一時的にはちょっと貸してねと、お互いに連携してトータルの発電量は確保するとか、

そういう施設の有効利用、連携補助構築の確立みたいなものが大事かなと思います。 
それからもう１点。国の廃棄物処理法の制度の見直しをずっとやって、その結果が出ていますの

で、それもぜひ見て、その中で活用できるものは活用していただきたい、これだけお願いしたいと

思います。 
それでは、事務局から連絡事項がございましたらお願いします。 
 

【谷上資源循環推進課長】 今日はどうもありがとうございました。 
今、会長から設置されました計画部会には、第１回を、３月ごろ開催をお願いしたいと考えてご

ざいます。詳細の日程及び開催場所は、調整の上、早急に部会委員の皆様にご連絡を申し上げる予

定でございます。 
また、次回の総会は、中間のまとめがまとまるころの概ね夏ごろを予定してございます。こちら

も調整の上、決定し、ご連絡いたしたいと思います。 
あと、事務的な連絡ですが、マイクの横に冊子が置いてあろうかと思いますが、かなり重いので

後で郵送させていただきますので、置いておいていただいて結構でございます。 
以上です。 
 

【田中会長】 ほかに発言がございますでしょうか。 
特になければ、これで東京都廃棄物審議会の第１回目を閉会とさせていただきます。本日はどう

もありがとうございました。 
 

午前 11時 37分閉会 


