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午後１時 40分開会 
【小泉部会長】 定刻となりましたので、これから第 3回計画部会を開催いたします。本日はお忙し
い中、また、足もとのお悪い中お集まりいただきましてまこと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いたします。 
 
【金子資源循環推進課長】 初めに本日の出欠状況についてお知らせいたします。 
北村委員、黒川委員、崎田委員、杉山委員につきましては、本日、ご都合によりご欠席と承ってお
ります。ただいまご出席の委員数は 10 名でございます。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、本日の会議次第が１枚、続きまして計画部会委員の皆様の名簿、裏面が座席表になっており
ます。 
それから、右上に「参考」と書いております「各課題の関連（全体イメージ）」という１枚ものの
資料がございます。 
続きまして、右上に「資料１」とあります「東京都が提唱しているプラスチック起源ＣＯ2 の算定
ルールに関する新たな制度」という２枚ものの資料がございます。 
右上に「資料２」とあります「温暖化対策へのプラスチックの貢献」という題名のパワーポイント
を打ち出した資料一式。 
その後に「資料１に関するコメント」という、勝浦委員からの資料が１枚ございます。 
次に「資料３－１」とあります「論点整理案（最終処分量削減からの３Ｒ施策）」という２枚もの
の資料がございます。 
続きまして「資料３－２ 多摩地域における家庭ごみ有料化の概要」という２枚組みの資料。 
「資料４ 論点整理案（廃棄物適正処理関連）」という５枚ものの資料と「資料５ 今後の計画部
会開催スケジュール（案）」がございます。 
前回もご説明させていただきましたが、私ども東京都が３月 31 日に発表いたしました「東京にお
ける気候変動対策の成果と展開」という冊子を置かせていただいております。 
委員の皆様の席上には、４月 19 日に開催いたしました審議会の議事録をお配りしております。別
途メールでもお送りさせていただきますが、追加、修正等ございましたら、５月 31 日までに事務局
までご連絡いただければと思います。 
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。それでは早速、本日の議題に入りたいと思います。 
初めにプラスチックとＣＯ2 の問題について、事務局から東京都の提案内容を説明していただき、
その後、勝浦委員から、温暖化対策におけるプラスチックの貢献についてご説明いただけるというこ
とでございます。事務局から説明をよろしくお願いします。 

 
【金子資源循環推進課長】 最初に、右上に「参考」と書いております「各課題の関連（全体イメー
ジ）」という資料をご覧ください。本日の議論の位置づけを確認させていただければと思います。 
左の三角形の図をご覧いただきたいのですが、循環型社会形成推進基本法にございます処理の優先
順位を書かせていただいております。 
①「発生抑制」から始まり、「再使用」「再生利用」「熱回収」、それらができなかったものは最後に
適正に処分するというのが基本法上の優先順位です。 
これと対応した、本審議会の考え方ですが、①「発生抑制」から②、③、④「熱回収」まで含めて
３Ｒという観点で捉えまして、３Ｒ推進を、天然資源採取量削減、温室効果ガス削減、最終処分量削
減という三つの観点から３Ｒ推進施策を捉えるという方向で、三重丸の図につきまして前回もご説明
させていただいたところです。 
最後の「適正処分」ですが、論点として、いわゆる不法投棄防止等の適正処理の話と、もう一つ、
私ども東京都は最終処分場を管理しておりますので、最終処分場の適切な運営という問題が出てくる
かと考えております。 
さらに、これら全部を下支えするといいますか、循環型社会の基盤づくりという意味で、「健全な
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循環ビジネスの発展の促進」という観点で議論していただくのかなと考えております。 
ａからｆまでの課題を下に並べております。このうち、前回の第 2回部会で、ａの天然資源採取量
の問題、温室効果ガス削減に関する問題を議論いただきました。本日は、前回、温室効果ガス削減の
ところで１点次回回しにさせていただいた廃プラに関する問題を最初にご議論いただき、もう一つの
３Ｒ施策「最終処分量削減に向けた３Ｒ推進」、さらにｄの「適正処理の推進」、このあたりまで今回
ご議論いただければと考えております。 
ｅ「最終処分場の適切な運営」、ｆ「健全な循環ビジネスの発展の促進」については次回にご議論
いただければと考えているところです。 
それでは、本日の私どものほうで用意しております資料をご説明させていただきます。 
 
【事務局】 資料１「東京都が提唱しているプラスチック起源ＣＯ2 の算定ルールに関する新たな制
度」につきましてご説明をさせていただきます。 
こちらの資料は、既にお配りをいたしました「東京における気候変動対策の成果と展開」の中で、
プラスチック起源ＣＯ2 の問題に関して東京都が、国の制度としてこういう制度が必要ではないかと
国に提案をしている内容につきまして、データ等をつけまして補足をさせていただいているものです。 
１「資源利用に関する基本的考え方」のところですが、石油に限らず天然資源は、地球からいろい
ろな形で取り出した後は最大限に有効に活用しなければならない。最後まで最大限に使う。これが基
本的なところと整理をしてございます。 
かつ、再生可能資源、バイオマスのような再生可能資源を再生可能な範囲で利用していくことが優
先されるべきですし、化石系の、ここで言うプラスチックの場合のナフサの場合には、素材としてで
きるだけ大事に使うとともに、最後の最後には化学原料あるいは、サーマルリサイクルの場合のよう
にエネルギー資源として有効に活用すべきでありまして、エネルギー資源として価値を有するものを、
そのままエネルギーを回収しないで燃やしてしまうとか埋立処分してしまうことは資源の浪費ではな
いかと、基本的な考え方として持っております。 
廃プラスチックは炭素が主成分でございますから、燃焼いたしますとＣＯ2 という形になります。
以下、これについて「プラスチック起源ＣＯ2」という言い方をさせていただきますが、この量は全
国で現在、年間約 2,000万トンと集計をされておりまして、全体のわが国の温室効果ガス全体の排出
量からみれば 1.5％程度という量でございます。内訳は下の円グラフにありますが、一般廃棄物がグ
ラフの色の濃い部分、産業廃棄物が色の薄い部分と見ていただければと思います。 
２ページ目ですが、プラスチック起源ＣＯ2 はどのような形で各事業者の排出量と算定をされてい
るかと申しますと、現行の温室効果ガスの算定ルールとして地球温暖化対策推進法におけます算定報
告公表制度がございますが、こちらでは国全体のインベントリを作成するための IPCCガイドライン
をそのまま基本的には適用していまして、プラスチック起源ＣＯ2 につきましては、ケミカルリサイ
クルなりサーマルリサイクルあるいは廃棄物処理、そういうところから排出をされたもの、直接排出
量として算定をされるルールになっているのが現行のルールでございます。 
ほかの素材とかいろいろ幅広く見てみますと、素材とか製品の生産に伴います、当然、どのような
素材をつくる場合にも、製品をつくる場合にもエネルギーを投入しなければなりません。エネルギー
の投入に伴いますＣＯ2、あるいはセメントを製造するときに石灰石から生じてくる温室効果ガスや、
あるいはでき上がった製品等を輸送したり流通させたりするときにさまざまなエネルギーがかかりま
すが、こういったＣＯ2 は基本的には素材、製品の生産・流通段階で把握されています。しかしなが
ら、プラスチック起源ＣＯ2 は静脈側に、いわば含有した炭素の形で静脈側に渡されてくる制度にな
っておりまして、生産・流通の動脈側では把握をされない形の制度となっております。 
なお、環境省では地球温暖化対策税も提唱していると聞いておりますが、その中でも、原料になる
ナフサは非課税であるというのが環境省のお考えと伺っております。 
これの削減を進めるための責任分担のあり方ということで、３としてございます。 
ここでは、まず国のインベントリ、国家全体の温室効果ガス排出量を算定するための IPCCの考え
方をそのまま当てはめるべきではないとしております。資源利用全体を低炭素化していくためにはど
のような責任分担が適切かという観点が必要であろうと考えております。 
天然資源利用量を減らすとか、あるいは再生プラスチックの利用を進めるとか、あるいは再生可能
資源への転換を進めるという形でＣＯ2 を削減していくことになりますと、製品の設計や素材の選択
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等について最も効果的にコントロールができる事業者の方、すなわちプラスチック使用製品の製造・
輸入事業者としてございますが、容器包装リサイクル法上の容器利用事業者とか包装利用事業者、あ
るいはプラスチック製の部材を使用した最終製品の製造事業者等を含むという整理してございます。
そういったところで責任を担う形が一番効果的に適切な削減がされるのではないか、静脈側で担った
のでは削減にはつながらないのではないかと考えております。 
こんな考え方をベースに東京都が３月 31 日に提唱しました制度ですが、一つ目は「拡大生産者責
任の考え方に基づいてプラスチック起源ＣＯ2の算定」というルールにしてはどうかということです。 
プラスチック使用製品等の製造・輸入段階で算定・報告の義務づけ、あるいは算定については、製
品等に含まれているプラスチックの量に応じて算出をする、再生プラスチックあるいはバイオプラス
チック等を利用して製品を製造される場合は計算の対象外にしようという形にしてございます。 
二つ目の「製造事業者等による取り組みの評価」では、２ページ目から３ページ目にかけてですが、
再生プラスチック等により、大もとから全体でのＣＯ2 の削減に取り組んでいる企業さん、報道等で
も幾つか紹介されておりますが、そういう方々がたくさんございます。そういう取り組みが適切に評
価され、そこに経済的インセンティブが働く仕組みが検討されるべきであろうというのが二つ目です。 
三つ目は、最終段階でプラスチックはケミカルリサイクルあるいはサーマルリサイクルとしてござ
いますが、その場合、ＣＯ2 の量となっているんですが、引き続きこれについては算定報告、ただし
参考値の扱いとして算定報告は義務づけるべきであるとしてあります。 
ただ、１点、現在の制度では、サーマルリサイクルを行って外部に電力や熱を供給した場合にはこ
の部分が評価をされない仕組みになっておりますので、相当するＣＯ2 を控除する制度を導入するこ
とにより熱効率の向上を促していくことが必要であろうと提案してございます。 
この東京都が提唱した制度によりどのようなことが期待をされると考えているかといいますと、三
つございます。 
一つは、既にいろいろな取り組みが進んでいる最中と理解をしますが、製品の軽量化やレジ袋の削
減あるいはバイオプラスチックの利用等が適切に評価され、さらに取り組みが進められるだろう。 
再生プラスチック、材料リサイクルをされた廃プラスチックを、積極的に自分の製品の材料として
利用しようとする事業者の方の努力がきちんと評価をされて、再生プラスチックの利用拡大にインセ
ンティブが働くようになるだろう。 
三つ目は、ケミカルリサイクルやサーマルリサイクルをすることにより石炭等が節約をされます。
これもきちんと評価をされて、効率の高い、効果の高い方法が促進をされることになるだろうと考え
ております。 
最後に、簡単に申せば、責任分担を考えた算定ルールに変えることによりましてプラスチックの３
Ｒをさらに推進させ、そのことによってプラスチック起源ＣＯ2 の削減につなげていこうというのが
東京都が提唱しております制度の趣旨でございます。 
概要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。引き続きまして勝浦委員からご説明をよろしくお
願いいたします。パワーポイントでということですね。よろしくお願いいたします。 
 
【勝浦委員】 日本プラスチック工業連盟の勝浦でございます。今のご説明にあったこととかなり関
連が深いということもございますので、プラスチックがどの程度温暖化に貢献しているかという資料、
これはたまたまプラスチックヨーロッパという、我々プラ工連と同じような、ヨーロッパにおけるプ
ラスチックの産業界の事業者の団体でございますが、そこが昨年のコペンハーゲンのＣＯＰ15のとき
に合わせて発表した資料を入手いたしまして、素人が訳したので若干間違いとか、あまり日本語らし
くない部分がございますが、一応日本語版をつくりましたので、これをまずご説明して、その後少し
コメントを述べさせていただきたいと思います。 
最初に、気候変動は大事なことだという同じ認識を持っているということでございます。 
今回の資料につきましては、プラスチックが理論的に他の素材に置きかわった場合に、エネルギー
とかＧＨＧ、いわゆる温暖化ガスの影響がどうなるかということを概略試算したものであるというこ
とです。それと、エネルギー効率とか環境保護に対するプラスチックの利点に関する追加条項を挙げ
ているということで、プラスチックヨーロッパが、デンクスタットというウィーンにある調査団体に
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お願いしてつくった資料でして、一部 ICCA、化学業界全体の、日化協が入っているところですが、
そこが同じように化学製品がどの程度効果があるかという資料をつくっておりまして、その中からプ
ラスチックの部分を使用していると聞いております。 
これの詳細な資料は６月ぐらいになると入手できるということで、まだ概要版しかない段階なので
若干勘違いというか、読み切っていない部分があることをあらかじめご承知おきください。 
商品は生産段階、使用段階、使用後という三つの大きなステージがあるわけですけれども、第１に
生産段階で生産効率を上げるとか、生産時のＣＯ2 排出を削減することは、従来からプラスチックだ
けでなく、各産業で行われているところであります。 
次に、プラスチックによる軽量化とか効率化、例えばプラスチックの包材にすることによって食品
の保存期間が延びるというような、使用段階でのエネルギーの削減、ＣＯ2 の削減がもう一つ効果と
してあります。 
最終的に処理をするときに、埋立を減らすとか、リサイクルをする、エネルギーを回収するという
ことがございますが、この中でも一番大きなウエイトを占めているのは使用段階だということをご説
明したいと思います。 
この資料はプラスチックと代替素材を比較いたしまして、それぞれのライフサイクル、いわゆる生
産段階、使用段階、廃棄段階別に、エネルギーを消費したのか、それとも削減したのかということで
グラフに掲げたものでございます。 
例えば家具ですと、生産段階では代替材を、たぶん木だと思うんですが、プラスチックを木に変え
れば効果が逆だというか、例えば自動車ですと、使用段階で軽量化によるＣＯ2 削減の効果がありま
すね、ただし廃棄の段階では少しマイナスだということですが、包装資材が中でも一番効果が大きい
ということでございます。生産段階、使用段階、廃棄段階、各段階において他の代替素材に比べます
と非常に大きな効果があるということで、ヨーロッパの計算例ですと、プラスチック包材によって
2,700 万トンの原油が削減できる。これは 2,500 万台の車を削減するのと同じ量だというような表現
になっております。 
このグラフはちょっとわかりにくいんですが、左側がプラチック全体で、今、ヨーロッパですと 30
億 GJ/年のエネルギーを消費している。それを代替材料に変えると 50億 GJ/年に増えると言っていま
す。それぞれの段階ごとに、生産段階のエネルギー必要量、廃棄段階、使用段階のエネルギーの必要
量、逆に保護したりということでメリットがあった部分をそれぞれブレイクダウンするとこうなると
いうことですが、いずれにしてもプラスチックを代替素材に変えると４割ぐらいエネルギー消費量が
ふえるということを示しているグラフです。 
これは実際の計算の途中段階を書いたものですが、ヨーロッパの場合ですと 4,640万トンのプラス
チックが使われている。そのうち 3,900 万トンは他の素材に変えることができるということですが、
他の素材に変えますと重量が大幅にふえて、変えられない部分も含めて１億 4,400万トンということ
で、約 3.7倍の重量を持つ素材に変えなければいけない。その場合のライフサイクル全体でのエネル
ギー消費量も約 46％ふえてしまうということで、温暖化効果ガスの排出量も約５割ふえるということ
で、プラスチックを他の素材に変えることは意味がないというか、環境には逆効果だということを示
しております。これは約 5,000万トンの原油に相当するということを書いてございます。 
例えば断熱材の効果がございますが、ライフサイクルにおいてエネルギーの消費効果 95億 GJ、2.9
億トンのＣＯ2 排出削減になりますということですが、あまり大きな効果はないというか、プラスチ
ック以外の、例えばガラス繊維とかそういう断熱材もございますので、材料としてそういうものを選
ぶとあまり効果が大きくないということになっています。 
一番効果の大きいのは、プラスチックヨーロッパの結果では、プラスチックの包材だとなっており
ます。 
ここに出ておりますのは、ガラスびんに入れたケチャップか何かだと思うんですが、ガラスびんを
使いますと包材の商品全体に占める重量比率が 36％、ところがプラチックにしますと 3.6％、約 10
分の１になるので、中身を運ぶのが目的ですから、同じ量のケチャップを運ぼうとしますと、代替材
料のガラスびんにしますと約５割のロジスティクスの増加がある。この絵で見てわかるとおり、ガラ
スびんですと車３台で運ぶ量が、プラスチック容器にすれば２台で済んでしまうということで、軽量
化の効果が大きいということになっております。 
もう一つ、ちょっと別の観点ですが、プラスチックを使って、真空包装とかガス置換包装、ガス透
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過性の包材を使いますと賞味期限が延びるということで、中身の食品のシェルフライフ(保存可能期
間)を延ばすということで廃棄ロスを減らすという効果もございます。 
新たな再生可能エネルギーで、例えば風力発電があるわけですが、プスラチックの羽、FRP とか

CFRPの羽を使ってつくるわけですが、こういう場合にも、投資のプラスチックに対して使った量の
140倍のエネルギーを産み出すことができます。 
太陽光発電、これもプラスチックのフィルムを大量に使っておりますが、この場合では 340倍の使
用効果があるということでございます。 
一方、消費者全体でカーボンフットプリントという観点で見ますと、ＥＵ27カ国＋2の平均のカー
ボンフットプリントは一人当たり 14トンのＣＯ2を排出するということですが、このうちプラスチッ
クに起因するものは約 1.3％の 170㎏だということで、先ほど東京都から話があった数字も大体 1.5％
ということで、プラスチックの量はこの程度だということでございます。 
いずれにしても生産段階ではＣＯ2は発生するのは間違いないことですが、使用段階、応用段階で、
他の材料に対して大きなＣＯ2 削減効果を持っている。使用した後、どういう扱いをするかによって
ＣＯ2が発生したり、逆に吸収するというか、メリットが出るということでございます。 
細かな数字は飛ばしますが、2007年の段階でプラスチックヨーロッパが計算した結果では、プラス
チックをつくるのに１トンのＣＯ2が発生するとすると、ライフサイクル全体では５から９倍のＣＯ2
削減の効果があるということでございます。2020年になりますとさらに応用段階が広がるということ
で、プラスチック１トンが、９トンから 15トンのＣＯ2削減の効果があるという試算をしております。 
結論としては、プラスチック製品は顕著なエネルギー削減とＧＨＧ排出削減を可能にしている。特
に生産段階及び使用段階が最も重要である。現存する用途においてプラスチックは非常にエネルギー
効率の高い物質であり、資源の有効活用を可能にしている。プラスチックから他の素材への代替はほ
とんどの場合においてエネルギー消費の増加とＧＨＧ排出の増加につながっているということで、プ
ラスチックは資源消費削減を手助けする。特に断熱材、食品包装及び再生可能エネルギー製造に使用
されるプラスチックは使用段階において非常に大きな効果をもたらしている。 
先ほど申し上げたとおり、2007年で、プラスチックの生産、回収段階における排出量の５から９倍
の使用段階での削減効果がある。2020年になりますとさらにふえて９から 15倍ということになりま
す。 
もう一つ、プラスチックをつくるために石油やガスを使うじゃないかということですが、ヨーロッ
パでは、プラスチックの生産に使われている原油・ガス需要の４％だ。その他の非エネルギー向けが
４％、化学、石油化学業界、プラスチック以外の化学製品に使われるために５％ということでござい
ます。暖房、電気及びエネルギー生産に 42％、輸送部門が原油・ガス使用量が 45％ということで、
石油のうちの 90％近くは直接燃やされてエネルギー使っているということになります。ほんの少しの
石油をプラスチックないし化学に使わせていただくことで非常に大きな効果があるということでござ
います。 
先ほどの数字もあるんですけれども、私がざっと計算してみたんですが、日本での輸入量と国内の
生産量、石油の場合が約 2.1 億キロリットルで、全部燃やしてＣＯ2 になるとすると 5.5 億トン、石
炭から 6.5億トン、天然ガスから 1.45トンで約 13億 5,000万トンということでございます。 
そのうちプラスチックは、全部燃やしてしまったとして 2,000万トンということですが、東京都関
連のところで出している量が 200万トンと聞いていますので、プラスチックの 10分の１というのは
それなりの数字かなと。逆にプラスチックはいやに小さいなということも言えるのかなと思っており
ます。 
先ほどの効果を含めて、2007年、例えばＧＨＧの排出量の絵を書きますと、2,000万トンがプラス
チックで発生するもの、プラスチック以外の石油から出るものが 5.4億トン、石炭から 6.5億トン、
天然ガスから 1.5億トンということですが、例えばプラスチックを全部やめてしまうと、プラスチッ
クの削減効果が、これは６倍で計算しておりますが、1.2 億トン、９倍ですと 1.8 億トンになるわけ
ですが、天然ガスと相当する程度の量のＣＯ2 削減効果があるんだということでございます。削減効
果は無視できない程度の大きさがあるということでございます。 
東京都のこの間の資料に絵が書いてありまして、ＣＯ2 はプラスチックから出るからということで
すけれども、我々が言いたいのは、プラスチック以外に使われている石油の量が圧倒的に多いという
ことと、プラスチックは使用段階で非常に大きな貢献をしているということでありますので、その貢
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献をそれぞれのところでうまく評価するという仕組みも含めて考えていただく必要があるのではない
かなということでございます。 
パワーポイントの資料の説明は以上でございます。コメントということで別紙に書いている部分を
簡単にご説明いたします。 
資源利用に関する基本的考え方ですが、資源を大事にしなきゃいけないとか、そういうところは全
く同感でございますが、化石系の資源、石油・石炭などは燃料として使う部分、原料として使うとこ
ろ、総合的に検討して有効利用を図る必要があるだろう。 
例えばプラスチックは本来、石油が持っていたエネルギー資源としての機能は全く保持されたまま
ですから、最終的に化学原料、エネルギー資源として最後は使うべきである。プラスチックだけを何
度もグルグル回すことが必ずしもＣＯ2 削減に有効ではないということもありますので、そのあたり
はよく考えてやらなければまずいであろうということです。 

2,000 万トン、ＣＯ2 がプラスチックから出るということでしたけれども、この資料にありますと
おり、この斜線の部分、いわゆるケミカルリサイクルなりサーマルリサイクルの部分は、エネルギー
ないしは原料として活用されてわけですから、これが全部、単純焼却で出たＣＯ2 と同じようにカウ
ントされて 2,000万トンと言われるのは過大ではないかということでございます。 
もう一つは、エネルギーを使用する段階をカウントする、先ほど言いましたように省エネ効果が非
常に大きいわけですから、省エネ効果をうまく、例えば川上、川下に還元するような仕組みをできな
いものであろうかなと。 
先ほどのカウントの仕方ですと、プラスチックは、つくったときに消費する燃料に相当する部分は
我々にカウントされるわけですが、川下での効果をうまく還元するような仕組みを考えてはいかがか
と。今、具体的にどうすればいいというのはなかなか難しい問題もございます。 
もう一つ、ＣＯ2 の発生源の川上でということですけれども、裏のページですけれども、ＣＯ2 が
実際に発生する段階で把握する以外、正確な把握は難しいだろうなと。「静脈側」と書いてありますが、
私の間違いで「動脈側」です。動脈側でカウントすることを突き詰めてしまうと、原油は油田で掘り
出した時点でカウントすることになってしまいますので、途中の段階のプラスチック製品を使ったと
ころだけ取り出してやるというのは制度としてもおかしなことではないかと考えております。 
「ＣＯ2 削減を進めるための責任分担のあり方」ということで、国際ルールをそのまま当てはめる
べきではないと書いてございますが、私どもは基本的には、IPCC のガイドラインがすべて正しいと
は言いませんが、少なくとも国際的なルールがある上では、国際的なルールをまずは使わないといけ
ないのではないかと思っております。 
国際的なルールを逸脱して新しく国内ルールをつくってしまうと、特定の産業の競争力を高めたり、
逆に弱めたりすることになりまして、特定の事業の国内からの撤退につながるおそれが大きいという
ことでありますので、国内ルールを変えるのであれば、国際ルールも含めて変える必要があるだろう
と考えます。 
もう一つ、プラスチック起源のＣＯ2 だけに注目する意味が本当にあるんだろうか。すべての事業
者がエネルギー資源の有効活用を図ることが必要なことであって、プラスチックの使用量を減らすこ
とが、世の中のＣＯ2 を削減することには必ずしもリンクしないというところは強調しておきたいと
ころでございます。 
東京都の提唱する制度の、製造・輸入業者に報告を義務づけるということですが、プラスチックに
だけこのような義務化をすることについては絶対に反対です。バイオマスも含めて、鉄とかも含めて、
すべての素材について同じように、生産段階のＣＯ2 その他も含めて入れていかないと非常に曲がっ
た競争が行われるだろう。 
もう一つ、再生プラスチックやバイオプラスチックは対象外ということでございますが、すべて入
れるべきだろう。特にバイオプラスチックについても、作る段階で石油を使ったり、運搬時に石油を
使うということでエネルギーは使っているわけですから、それがゼロカウントというのはあまりにも
おかしいのではないかということであります。 
プラスチック使用段階での省エネ・省資源効果を川上・川下に遡及できるような仕組みをつくって、
そういうものを国際ルールにしていただくのがいいのではないかと考えます。 
最後に大きな字で書いてありますが、そもそもプラスチック起源のＣＯ2 にだけ焦点を当てて削減
しようという発想は間違っているのではないかということと、国際ルールと異なる国内ルールを採用
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することはすべきでない。この２点を強調しておきたいと思います。 
お時間いただきまして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。事務局及び勝浦委員のご説明についてご意見、ご
質問等ありましたらお願いいたします。新しい考え方がいろいろ提案されておりますので、ご自由な
ご意見をいただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。いかがでございましょうか。 
 
【橋本（征）委員】東京都さんからの提案は一つの問題提起だと思いますので、いろいろ議論するこ
とが重要なのではないかと思っています。 
この前に古澤さんと、メールベースですがいろいろ議論させていただいて、そのことも受けながら
コメントさせていただこうと思うんですけれども、一つは資料１の２ページ目の上から二つ目の○で
すけれども、正確を期するために、ここでは「素材・製品の生産・流通段階で把握されているが、プ
ラスチック起源ＣＯ2 は静脈側でカウントされていて、生産・流通段階では把握されない制度になっ
ている」という説明のされ方をされているんですが、現状は発生主義をとっていて、発生した場所で
ＣＯ2 を勘定するということなので、そこの部分を正確に書かれておいたほうがよいのではないかと
思います。つまりプラスチック起源のＣＯ2も燃焼したところで発生するということなので、「生産・
流通段階では把握されない制度になっている」という表現だと正確ではないかなと思いました。 
それから、事前に議論をさせていただいた中で、私自身も一つ気になっていたのは、「国際的な制
度との整合性」というところです。特に排出量取引が導入されるとすると、算定・報告・公表制度で
報告されるＣＯ2 の排出量が排出量取引のベースになるようなものになり得るものになりますので、
そことのリンクを考えていったときにどういうことが起こるかということを十分吟味しておく必要が
あるんじゃないかと思っています。それが一つの論点かなと。 
二つ目は、事前には古澤さんとは議論していないんですけど、きょう列車に乗って来ながら考えた
んですが、ここでは拡大生産者責任ということに基づいて、プラスチックへのＣＯ2 の排出量を、あ
らかじめプラスチック製品を使用して製品をつくる事業者に配分するという考え方をとっているわけ
ですが、そのときに、今日、勝浦さんからのお話がありましたが、仮に私がその事業者だった場合に、
容器包装みたいなものは比較的単純かもしれないんですけれども、車をつくるときに、鉄からアルミ
あるいはプラスチックに転換しながら軽量化していってエネルギー効率を高めていったようなことに
対してどういう反応が起こり得るかということを考えたりしました。EPRの考え方を素材選択のとこ
ろまで持ち込んだときに、行き着くところは製品のライフサイクル評価みたいなところまでいかない
と制度として抜けている部分が出てくるのではないかということを考えたということです。 
今、プラスチックの燃焼によるＣＯ2 排出量を、使用する事業者に配分することと同じように考え
ると、鉄を使った場合には、鉄を使って製品をつくる事業者に、セメントを使って製品をつくる事業
者にそのＣＯ2 排出量を割り当てるようなことも合わせて考えていかないとバランスが悪いのではな
いかなということを考えたというのが２点目です。 
３点目ですけれども、東京都の資料の３ページ目の「期待される効果」の三つ目のところですが、
ケミカル／サーマルリサイクルの促進ということですが、国際的には、燃焼したところでＣＯ2 の排
出量を勘定するというルールになっているんですが、日本国内向けには、先ほど冒頭でインベントリ
の説明もありましたけれども、廃棄物部門でケミカル／サーマルリサイクルのＣＯ2 排出量を計上し
ています。ですので、ケミカル／サーマルリサイクルの促進ということに限って言えば、現状の国内
の制度でも、これを促進するインセンティブはある、それによって石炭の消費量が減れば、その分が
プラスチックを燃料として使った事業者に効果として出てくることになっているので、この点は現状
でも促進されるものになっているのではないかと思いました。 
新しい考え方なので、いろいろな側面から議論していくことが重要なのではないかと思います。 

 
【小泉部会長】 いろいろご意見いただきましてありがとうございました。特に IPCCのルールにつ
いては、先ほどの勝浦委員のご説明の中と、東京都の提案とでちょっと違う部分が出ておりましたの
で確認したいと思います。日本は旧来、世界標準のルールを決められて、それの中で最適化を図って
きたということでありますし、逆に言えば今回もそうせざるを得ないのかなという流れもありますが、
その辺りはいかがでしょうか。 
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【勝浦委員】 私はもっといいルールを日本でつくって、それを世界ルールにすべきだと。そこまで
考えるのがいいんじゃないかなと思います。必ずしも唯々諾々とヨーロッパがつくったものを丸飲み
する必要は全くないんですが、それはそれとして日本だけ違うルールを使って、そのまま世界標準と
は違うという状態を続けるのは日本の産業をおかしな格好にしてしまうだろうということでございま
す。 
 
【小泉部会長】 その辺は私もずっと受け身は嫌だなと思っておりましたので、よろしくお願いした
いと思います。 

 
【勝浦委員】 東京都の資料の２ページ目の「プラスチック起源の静脈側」という表現ですが、同じ
ように誤解を招くと思いますのでもう少し付言しますと、プラスチックのカウントされていないのは、
いわゆる石油そのまま、プラスチックの形になっている石油の部分はカウントされていないのであっ
て、それをつくるために、生産段階で使うエネルギーとか、そういうものは他の素材と同じようにカ
ウントされていますので、ここの書き方ですと、プラスチックは全くゼロカウントのように読めます
が、そうではなくて、他の素材と同じように生産に伴うエネルギー起源のＣＯ2 とか、例えば生産時
に発生するＣＯ2 とか、その他のＧＨＧはカウントされていますので、石油１キロをそのまま持ち込
んでいると、その１キロ分だけはカウントされずに、最後に燃やしたところでカウントされるという
ことなので、ここはもう少し詳しく書いてもらわないと、プラスチックだけがすごく優遇されている
がごとく感じますので、ぜひ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。その点よろしくお願いしたいと思います。 
そのほかご意見いかがでございますか。どうぞお願いします。 
 
【安井委員】 まず東京都のほうですけれども、特に２ページ目だと思いますけれども、３番目に書
かれております「責任分担のあり方」で二つ目の○になりますけれども、「どのような責任分担が適切
であるかという観点で議論されるべきである」というのはそのとおりだと思うんですね。 
特に三つ目の○、３行目に「最も効果的にコントロールできる者」、これが責任を負うと。確かに
そのとおりで、何か変えようと思ったときにコントロールできないものが周りからギャアギャア言っ
てもしょうがないと。そのとおりですね。 
この二つを考えたときに、４番目の「プラスチック起源」の「直接排出段階ではなく」ということ
が、十分議論されて出たのかなというのはいささか疑問があるところですね。こういう考え方がある
のは事実だと思うし、現状は現状で発生源主義と言ったらいいのかもしれないけど、そういう考え方
も、ある意味で責任分担の一つの形かなと。 
その辺を何かやる。そのときに何が妥当かという二つの考え方として、３番目の真ん中二つあたり
はいいんじゃないかなという気はしますけど、それと４番が必ずしも一対一対応しているようには今
のところ見えない。 
勝浦委員からもいろいろお話をいただいたけれども、一番気になさっていることは材料選択じゃな
いかなという気がするんですよ。材料選択と排出量の削減は切り離して考えるべきじゃないかという
のが私の今の考えで、材料選択というのは基本的に、ある機能を満たせばコストだけで決まっている。
機能が同じであれば、コストの安いほうが選ばれるということが事実であって、材料選択に関してコ
スト高にならないものは、しょうがないから受け入れていただくしかないんじゃないかというのが逆
に言いたいことであります。 
環境省の排出税等を考えてみても、ナフサは一応免税になっているのは、たぶん国際競争力を考慮
して、たかだかこのぐらいの配慮でいきますよということだったのかもしれないんだけど、そういう
ことではないかなと思っている次第であります。 
先ほど東京都の二つのルールといいますか、基本的な原則をご提案いただいたところに当てはめる
と、勝浦委員の１ページ目の一番下のコメントですけど、結局、コントローラブルでないんですよ。
コントローラブルな方法論、要するにコントロールができる、自分の意思で減らすことができる人が
責任をとるというやり方に一生懸命持っていかなきゃいけないと思うんだけど、それを上流に分け与
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えるとかというやつが、実を言うとなかなかコントローラブルでないんですよね。ですから、ある意
味で発生源主義、本当にそこから出てしまうなら、発生源主義も一つの考え方ではあるなと思ってい
て、場合によっては全く別のやり方もあるかもしれない。コントローラブルかどうかということの議
論をかなりまじめにやらなきゃいけないのかなというのが率直な感想でございます。 
あとは、ここで考えろというのは無理なので、何かご提案があれば、コントローラブルな主体がち
ゃんと努力をするとうまい目にあえるという発想で何か仕組みをお考えいただかなきゃしょうがない
のかなという気がしております。 
橋本さんが先ほどおっしゃったことで、２ページの「東京都の提唱する制度」かなと思うんだけど、
プラスチック起源ＣＯ2 はフィードストックＣＯ2 ですよね。だから、鉄はゼロだよね、もともと。
アルミもゼロなんですよね。そういうふうにおっしゃったかどうかよくわからなかったんだけど、そ
こを再確認したい。 
以上です。 
 
【小泉部会長】 貴重なご意見をありがとうございました。最後にご質問があったので、そこのとこ
ろは今お答えできますか。 
 
【事務局】 先ほど勝浦委員からもご指摘がありましたように、ここでプラスチック起源ＣＯ2 とし
ておりますのは、まさに素材の部分のＣＯ2 だけでありまして、安井先生ご指摘のように鉄はゼロ、
バイオマスとプラスチックが炭素を主として、素材の中に炭素が入っていると理解して、単純に言う
とそうだろうと思いますが、バイオマスの場合には、IPCC ガイドライン上も、現行の暫定ルールで
は、森林の増減のところでカウントをするとなっているものと理解をしています。したがって、最後
の静脈側のところでカウントするルールになっているのはプラスチックということでございます。 
 
【小泉部会長】  どうもありがとうございました。引き続きいろいろご意見を伺いたいと思いますが、
いかがでございましょう。 
 
【細田委員】  東京都が出した資料の２ページ目に「拡大生産者責任に基づくプスラチック起源ＣＯ
2 の算定」とあります。最近あまり言わなくなったかもしれませんけど、拡大生産者責任が、みんな
それぞれ勝手に解釈された拡大生産者責任で、ＯＥＣＤのガイダンスマニュアルにこんなこと書いて
ないわけですよね。いろいろな論者によって拡大生産者責任自身が拡大解釈されていて、拡大拡大生
産者責任になっている。 
もともとのＯＥＣＤのＥＰＲは、固形廃棄物に関して、主に都市ごみに関して定義されているもの
で、ここまで拡張解釈するのであれば、それなりにもっと根拠が必要であると思います。 
もしパラレルに、ＣＯ2 がプラスチックに付随するごみだと考えるならば、固体じゃないごみと考
えるならば、そしてＥＰＲを適用するならばブランドオーナーになっちゃうんですよね。容器と同じ
になっちゃうんですよ。ボトラーさんとか、あるいは容器を使った人に責任がある、ＯＥＣＤの考え
方だと基本的にコントローラビリティがあるのはブランドオーナーでなんです。基本的に素材には遡
らないんですね、私の解釈によると。素材まで遡るとするならば、もう少し強固な論理が必要であろ
うなと思うのが一つです。 
私、かねがねＥＰＲ等を勉強しておりまして不思議に思うことがあります。何で素材産業まで行き
着かないのかという疑問がそれで、素直な疑問だと思います。 
ごみの場合でも、例えば、勝浦委員は先刻ご承知だと思いますけど、ここでは議論が外れてしまい
ますけど、海ごみ、漂流のごみ、海中のごみ、海底のごみということでものすごく問題になっている
のはプラスチック系なんですよね。 
例えばペレットのストックが破れて海に流れて、それが漂って生態系を汚染していることもあるわ
けで、ある意味では確率的に発生してしまう。そうすると、素材が全く責任がないということはちょ
っと考えにくい。従来のＥＰＲはまだまだ行き尽くしていないところがあって、素材産業の役割分担
をどうやって考えていこうと考えるときには、そこまで考えてもう少しきっちりした議論が必要であ
ろうなと思います。 
私の気持ちは、これまでのＥＰＲをすぐに適用するのは無理であろうけれど、素材産業の役割がな
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いというのも変な感じだなという気がします。 
ですから、今回の場合ですと、例えば廃棄物の処分のところで焼却するときにはコントローラビリ
ティがないわけですよね。燃さざるを得ないわけですから。マテリアルに回すという方向があります
けど、そこのところで何らかの工夫がもっとあっていいんじゃないか。 
経済産業省の研究会でその辺のことを研究して、まだ完璧じゃないんですけど、ちゃんとレポート
が出ておりまして、そこに、例えばこういう工夫をするとマテリアルで回して、一応ＬＣＡをやって
みるとうまくＣＯ2 も減らせるようなやり方が可能であるという幾つかのアイデアがあるわけですね。
それをもう少し素材の側から、ご自分たちでループをつくってうまく回したら、プラスチックもうま
く使えるし、一方でＣＯ2 も削減できるということを素材の側からアプローチされたらどうかなと思
うんですね。そうしないと、いつでも素材をつくりっぱなしで終わり、うちはコントローラビリティ
ありません、それもちょっとな、その辺もう少し工夫があって、ループをつくるという仕掛けがあっ
ていいんじゃないかと思います。 

 
【小泉部会長】 どうもありがとうございました。ぜひそういったこともお考えいただいて、うまい
ルールを見つけ出すのがこれから大事なんでしょうね。 
ＣＯ2 のことが最近言われ始めていて、地球温暖化という意味では、牛のげっぷのメタンから始ま
って、そうすると我々が呼吸している炭酸ガスまでそのうちカウントされるのかという思いもしない
ではないんですけれども、しっかりとどこでどう把握して、どういうふうにやったらどういういい社
会になっていくのかということを、細田委員のお話のように、何か考えていかなければいけないかと
いう感想を私も持ちます。どうぞよろしくお願いしたいと思います。 
ただ、この部会でいいものが出るということができればいいんですが、できないかもしれませんし、
時間のかかることなのかしれませんけど、そういう方向で議論を進めていっていただければありがた
いなと思っている次第でございます。 
そのほかご意見いかがでございましょう。 
 
【辰巳委員】 とても難しいお話なので、意見ということではなく、質問のような形かもしれません
が、いずれにしても、これは何か物になって生活者の手元に来るわけですよね。 
そのときに、容器の利用事業者がコントロールできるんだから、そういう人たちに責任をというお
話もあったように、最終的に容器に入った製品を、例えばびんに入っているかプラスチックに入って
いるかを選ぶのは消費者ですよね。だから、今の話が消費者までつながっているように見えなかった
もので、もう少しそこら辺わかりやすく、消費者が最終選択をすることで、ＣＯ2 の削減にも、もし
かしてつながるのではないかと思います。 
今、カーボンプリントの計算等されておりまして、容器包装も、紙とプラスチックと何とかという
ふうに、容器包装だけのＣＯ2 の計算もされたりしていて、それが適切なのかどうか、今のお話との
つながりがよく見えていないところもあるんですけれども、もうちょっとこのお話が、国民にという
か、都民や消費者に見えるような形になると、私たちも議論に参加できるのかなと思いました。 
 
【小泉部会長】 どうもありがとうございます。確かに消費者の立場でのいろいろな認識が、私も今
回、「プラスチックの貢献」というパワーポイントを見せていただいてかなり目からうろこで、当たり
前だと思われていることが、プラスチックがゆえに貢献しているというものもあるということを、今
回いろいろお話を伺って気づいた点もありますので、おそらく多くの国民の方々もそういったところ
はまだご理解していないと思いますし、消費者の側に立ってどういうふうに考えていったらいいのか、
その辺少し検討していく価値があるのかなと思いますので、ぜひよろしくお願いしたいとと思います。 
 まだ皆様ご意見あろうかと思いますけれども、いろいろ今日ご意見を伺って、事務局のほうで何か、
いままでのご質問、ご意見の中でお答えするべきところがあればお答えいただいて、次の議題に進ん
でいきたいと思いますが、よろしくお願いします。 
 
【事務局】 まず消費者の選択というお話ですが、私ども、静脈側でのカウントではなく動脈側での
カウントと申しておりますのは、消費者の皆さんに品物がわたる前で何らかの形のカウントがという
意味で書かせていただいております。その１点だけ補足させていただきます。 
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 先ほど都の事業にかかわる温室効果ガスのお話がございましたが、200 万トン出ております。都庁
の事業は下水道事業とか水道あるいは都営交通等々幅広くありまして、今それぞれの分野で削減に取
り組んでいるところです。 
 国際的なルールにつきましては、ご指摘もありましたように、私どもとしましても国際的な連携は
重要だと考えておりまして、あるいは東京都の提起とか、国際的に情報発信していくことも大変重要
だと考えております。 
 
【小泉部会長】 このルールに関しては、できれば東京ルールぐらいのができて、世界に向けて、日
本を動かし世界を動かすというぐらいのことができればありがたいなと思っておりますが、目標は高
くがんばってまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 
 東京都が提案されている制度についてはいろいろご意見を伺いました。東京都が実際にこの提案を
進めていく上に当たりましては、いろいろ関係業界の方々の意見もよく聞きながら進めていただきた
いと思っている次第でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 
 時間の関係もございますので、次の議題に移りたいと思います。 
 ２番目の最終処分からの３Ｒ施策について、事務局から資料の説明をよろしくお願いいたします。 

 
【金子資源循環推進課長】 資料３－１「論点整理案（最終処分量削減からの３Ｒ施策）」という資料
をご覧いただきたいと存じます。前回議論の際に提出させていただいた資料と同じようなつくり方で
して、最初に基本的考え方を示させていただき、考えられる具体的な施策の方向を幾つか挙げさせて
いただいております。 
 基本的考え方ですが、各主体の取り組み、３Ｒの推進などにより、都内の廃棄物の最終処分量は現
在減少しております。しかしながら、今後、建築物、土木構造物の新設工事の減少が見込まれるなど、
廃棄物のリサイクルルートの縮小が懸念されております。廃棄物等の排出量が再生資材としての需要
量を上回った場合は現状のリサイクル体制に限界が生じまして、大量の廃棄物が最終処分場へ向かう
ことになりかねない事態がございます。 
最終処分場は残された貴重な空間でありまして、その延命化を図ることは都市の持続性に重要な課
題である。持続可能な社会を存続させるためには高度なリサイクル技術の普及促進、再生資材の自然
再生事業への活用などを進めることにより最終処分量の一層の削減に取り組んでいくことが重要であ
るということを基本的考え方として掲げさせていただいております。 
具体的な施策の方向ですが、大きく、一般廃棄物の最終処分量の削減、産業廃棄物の最終処分量の
削減と二つの区分に分けて提示させていただいております。 
施策の流れは、リデュース、リユース、リサイクル、適正処分という方向に沿った形でそれぞれ挙
げてございます。 
一般廃棄物では、一つ目は家庭ごみ有料化の促進、さらにレジ袋有料化などによる発生抑制、マイ
箸、マイボトル、マイ歯ブラシの持参、リサイクルしやすい製品設計の促進、分別回収の一層の促進、
選別施設での効果的な選別、埋め立てられている不燃残さの有効活用、さらに環境学習の推進などに
よる３Ｒムーブメントの醸成等を掲げさせていただいております。 
２の産業廃棄物でございますが、最終処分量に占める割合が大きく、今後、リサイクルに限界が生
じてくることが懸念されるコンクリートがら、建設泥土など窯業土石系廃棄物の発生抑制、リサイク
ルを一層推進すべきではないかということで、建物の長寿命化、公共工事におけるグリーン調達の促
進、建築 to建築のリサイクル拡大によるリサイクルルートの確保、再生資材の自然再生事業への活用
というような施策を掲げさせていただいております。 
付いている資料でございますが、そのあたりの数値的な裏づけといいますか、実績をまとめたもの
です。最初が一般廃棄物の最終処分量ということで、１回目の審議会でも提示させていただきました
が、このように最終処分量は順調に減ってきているところではございます。今度の廃棄物処理基本計
画では５年後ということで、平成 27 年度にどのぐらいまで減らせるかということになってくるかと
思います。 
下にあります円グラフは、現在、都の処分場に搬入されている一般廃棄物の内訳ですが、およそ３
分の１が焼却灰、残りの３分の１が不燃残さ、その他ケーキ汚泥等というような内訳です。不燃残さ
の内訳がさらに下にありますが、半分がプラスチックであるということで、プラスチックの原料が、
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一般廃棄物の分野ではかなり大きな課題となるのではないかと考えられます。 
裏面は産業廃棄物の種類別の最終処分量です。直近の数字では、がれき類がかなりふえているとい
う状況がございまして、この辺を今後考えていく必要があるのではないかということで、先ほどの施
策等に反映しているところでございます。 
次は、資料３－２「多摩地域における家庭ごみ有料化の概要」でございます。 
一般廃棄物の削減の施策で１番目に挙げさせていただきました家庭ごみ有料化についての補足の
資料でございます。 
前回の部会で江尻委員から問題提起がございまして、多摩地区の有料化が進んでいるけれども、自
治体によってはそれほど効果が出ていない、あるいはリバウンドがあって、一たんは減るけれども、
また戻っているのではないかというようなお話がございまして、そのあたりのデータ等を事務局でま
とめたものでございます。 
平成 19年に東京都が「家庭ごみ有料化実態調査」の報告書をまとめた中からの資料です。その後、
現在までもう幾つか多摩地域で有料化しているところも出ておりますので、この時点での数字という
ことでご理解願えればと思います。 
表は、有料化を実施した時期の順番で並べたものです。平成 10 年の青梅市から始めまして、平成

17 年の狛江市まで、有料化対象はほとんど可燃、不燃ごみを有料化する。方法は排出量単純比例型、
袋１枚幾らという形で、たくさん出せばそれだけお金がかかるという方法でございます。 
有料化するときの自治体の実施目的といたしましては、アンケート等をとったわけですが、「市民
負担の公平性の確保」を第１の目的に掲げられております。それから「ごみの減量とリサイクルの促
進」「原料資源化への意識改革」とお答えいただいた市町村が多かったということでございます。 
どのぐらい費用がかかっているかですが、１世帯当たりの手数料は最小で年額約 3,800円、最大で
約 5,700円、平均では年額 5,000円ぐらいご負担いただいているという数字が出ております。 
裏面は「減量効果の維持」ということで、リバウンド等があるかないかを検証したグラフです。 
既に実施後３年以上経過している、比較的実施したのが古い、先ほどのグラフでいいますと７番目
までの市町村についての実施、２年前から始まりまして、実施した年、実施３年後までのごみ量の推
移を市ごとに折れ線グラフでまとめたものでございます。 
結果として、有料化したすべての市町でごみ量が減っておりまして、平均減量率が 21％ということ
で、有料化を実施した後にリバウンド等が多少あっても、もとのレベルまで戻ってしまうことはなく、
減量効果を３年以上維持している結果が見てとれます。 
有料化の実施と同時に、ステーション方式から個別収集への切りかえなどにより、排出者責任の明
確化を図っている市町村が幾つかございまして、そういうところは減量効果が比較的高いという結果
が出ております。 
結果として、副次効果といいますか、減量化した分はおそらく可燃、不燃でございますので、リサ
イクルに回っているのではないかと考えられますが、多摩地域のリサイクル率は 29％と全国的に高い
水準にある中で、有料化を実施している市町の平均リサイクル率は 31％ということで、有料化すると
リサイクルの向上にもつながると考えられます。 
有料化を実施したときには、お金を出すのは嫌だということで不法投棄がふえることが考えられま
すが、どの市町もかなり有料化を実施時期に関してパトロール等を強化しておりまして、結果的に有
料化実施前と比べて不法投棄がそれほどふえているという結果は出ていないということでした。 
もう１枚の資料は、前回の部会の際に、本日欠席ですが、北村委員からお話がございました、家庭
ごみ有料化については、地方自治法との関係で法的な位置づけをしっかりしておく必要がある、近々、
藤沢市で裁判の結果が出るというお話がございました。それがございましたので、事務局でまとめた
ものでございます。 
当事者と書いてありますが、藤沢市民４名の方が藤沢市を相手に訴えている裁判でして、主たる争
点としましては、藤沢市も有料の指定袋を使った有料化を実施しているわけですが、このやり方が、
地方自治法 227条に違反するのではないかと訴えられているものでございます。 
地方自治法 227 条は手数料の概念を書いてあるところですが、「普通地方公共団体は、当該普通地
方公共団体の事務で特定の者のためにするものにつき手数料を徴収することができる」、「特定の者の
ためにするものにつき」というところが争点となっておりまして、いわゆる粗大ごみのように、申し
込んだ人のところへ取りに行ってお金をいただくというのであれば、特定の者のためにしているわけ
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ですが、いわゆる可燃ごみ、不燃ごみ、どのお宅のすべからく取るような行政サービスは「特定の者
のため」に該当するのか、手数料を徴収するのは、この地方自治法に違反するのではないかというの
が原告の方々の主張でございました。 
裁判の経緯ですが、平成 21年 10月に横浜地方裁判所で請求が棄却されました。原告の方々がこれ
を控訴いたしまして、この判決がつい先日出たところでございます。平成 22 年４月、東京高等裁判
所では控訴が棄却されたところです。 
ただ、原告の方々は最高裁へ上告の準備中と聞いているところでございますので、今後また最高裁
で議論に、あるいはなるのかなというところでございます。 
今回の高裁判決の趣旨でございます。 
１点目、２点目は、一般廃棄物の収集は自治体の事務であるということが書いてありまして、三つ
目の○ですが、「役務の提供と受益者との間にそれぞれ対応関係にあり、個別的に特定することが可能
である」、次の○で、「これらのことからすると、この役務に対し手数料を徴収すること及び手数料徴
収の方法として事前に有償の指定収集袋を調達させる方法を選択したことは、手数料の概念（特定の
者に提供する役務に対しその費用を償うため徴収する料金）の域を超えるものではない」として、地
方自治法 227条には違反しない、違法ではないというのが東京高裁の段階で出ているところです。 
既に現在、多くの市町村で有料化を実施しておりますし、どの市町村にとっても妥当といいますか、
うなづける判決になったのではないかと私どもは考えているところでございます。 
資料３につきましての事務局からの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。ただいまのご説明に関しましてご意見、ご質問等
ございましたらよろしくお願いしたいと思いますが、いかがでございましょうか。 
 
【江尻委員】 資料を提供していただきましてありがとうございました。 
私の発言ですけれども、リバウンドしているところは出てきているけれども効果が出ていないとい
うのではなくて、効果は出ているけれどもリバウンドしている市が出てきていて、今、その対策にど
こも苦慮し始めているという発言でしたので、恐れ入りますが、ご訂正いただきたいと思います。 
以上でございます。 
 
【小泉部会長】 どうもありがとうございました。 
資料３－２の有料化の１ページ目、平均 5,000円程度であるという負担額ですが、本当は全体のご
み処理経費といいますか、収集も含めて全体数万円かかっていると思うんですね。そういう中の 5,000
円ということを位置づけたいと思いますので、できれば、それぞれの市町村の経費、大体一人当たり
どのぐらいかかっているのかというのもお調べいただければありがたいなと思います。 
東京都 23 区はそういうことをやっていませんが、一人当たりどのぐらいの値段になっているのか
も、参考のためにお願いできればありがたいと思います。 

5,000 円が高い、安い、いろいろあろうと思うんですが、ただでないというところが大きいと思う
んですね、有料化というのは。 
ただ、１袋 80円とか 60円とかいろいろ設定されていますが、だんだんと麻痺していくというのが
あるのかもしれないし、リバウンドというのはそういう形で出るのかもしれませんし、それが引き続
き出ないところはうまい方法をやっているのかもしれません。ですから、資源ごみとしてうまく回収
できるように持っていくとか、いろいろな方法をとっていけばいいし、あるいは戸別収集、戸別回収
といいますか、そういうことをすることによって、それぞれの世帯の責任感を導き出している。 
私は収集もいろいろ研究でやっていましたので、ステーション収集に比べて戸収集は費用がかさむ
んじゃないかと思ってはおりました。確かにその分手数はかかるんですが、減量化が進むということ
もあって、戸別回収も一つの方法だなという思いが今のところはいたしております。 
本来なら、集めておいてそれを回収したほうが、収集輸送という意味では効率的ですけれども、個
別収集のよさも出ているのかなという思いが最近はしております。 
よろしくお願いします。 
 
【安井委員】 単純な質問で恐縮です。昭島市にプラが入っているんですけど、プラを有料で集めて
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いるという意味でしょうか。事実関係の確認を。 
 
【金子資源循環推進課長】 調べさせていただいて確認して、間に合えば今日じゅうにご報告させて
いただきます。 
 
【江尻委員】 今の安井先生のご質問ですけれども、昭島市、多摩市もそうですが、プラスチックに
関しては、可燃袋や不燃袋とはまた違う、いわゆる袋代ということで安めに設定をして袋を買っても
らって、それに入れて出してもらっているという方法をとっています。 
ほかの自治体の場合にはレジ袋や、もしくは透明、半透明の袋に入れればいいということで、プラ
スチックは資源であり、ごみではないので無料であるというのが考え方だと聞いています。 

 
【小泉部会長】 どうもありがとうございました。そのほかご意見ございますでしょうか。 
 
【辰巳委員】 資料３－１の一般廃棄物最終処分量の削減のところですけれども、この前の議論のと
きに、生ごみを分別して、生ごみをちゃんと生かしていこうというお話があったと思うんですけれど
も、それはここに入っているんでしょうか。 
 
【金子資源循環推進課長】 個別にいろいろと３Ｒという問題を三つの方面から眺めているというや
り方でここまで議論しておりまして、ある施策がこっちには入っているけど、こっちには入っていな
いとか、あるいは再掲して同じものが入っているとか、いろいろとまだ整理しなきゃいけないところ
があるかと思いますが、今お尋ねの生ごみの問題は重要な問題と考えておりまして、ここにないから
考えていないということではございませんので、最終的には整理した形で施策等でご提示できればと
考えております。 
 
【小泉部会長】 ありがとうございました。そのほかいかがでございましょう。 
 
【細田委員】 私が聞き逃してしまったのなら申しわけないと思っています。 
資料３－１の参考の一番下の不燃残さの内訳のプラスチック 48％、例えば容器包装類と、製品とし
てプラスチックの廃棄物とか、その内訳みたいなものはおっしゃいましたか。あるいは私が聞き逃し
たのかもしれません。もしわかれば教えてください。 

 
【金子資源循環推進課長】 このプラスチックは、下の出典のところに書いてございますが、23区の
不燃ごみ破砕センターとか粗大ごみ破砕センターで破砕、選別して最後に出てくる残さのプラスチッ
ク分という考えでございまして、大もとがどこから出ているかというのは調べないとわかりませんの
で、また別の機会にご報告させていただければと存じます。 
 
【細田委員】 私が質問した理由は、そこが、例えば容リのものが多い場合と、そうじゃない場合と
では対応の仕方が大きく異なるわけですよね。 
 例えば容リのものがいっぱい入ってきたなら、それに対する対応が必要であろうし、そうじゃない
製品プラスチックが入ってきたら、その対応が必要であろうし、対応が異なると思うので、もしわか
れば、その辺をよろしくお願いいたします。 
 
【金子資源循環推進課長】 調べるとわかると思います。ただ、23区でも容リをやっている区が若干
多くなってきておりますので、そういう数字になるのかなと思っております。 
 
【小泉部会長】 では、その点よろしくお願いいたします。 
 
【勝浦委員】 今のに関連するんですけれども、今、東京 23 区は不燃ごみにプラを入れずに、不燃
ごみから可燃に変えたと思うんですが、変えた後も不燃に大量のプラが入っているということでしょ
うか。 
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【金子資源循環推進課長】 年度的にサーマルリサイクルの転換が進んでいる時期ということもあろ
うかと思います。今はもう少し減っているのではないかと思います。 
 
【勝浦委員】 もう少しということは、結構あるんじゃないですか。 
 
【金子資源循環推進課長】 いくら進めても、いろいろ複合されている素材もございますので、劇的
に減るというところまでいっているかどうかわかりませんけれども、追って報告させていただければ
と思います。 
 
【小泉部会長】 パーセンテージだけではなくて量的なものもわかれば記載していただいて、よろし
くお願いしたいと思います。 
私もご質問したかったのは、最終処分量の棒グラフですけれども、今回、27年度でどのくらいの目
標を立てようとするのか、あるいは前回の計画でどのくらいの目標が達成されたのか、その辺もわか
るようなイメージが欲しいと思っています。 
ただ、ある意味では最終処分量についてはかなり減量してきたなと。標準体重がどのくらいで、あ
とどのくらい減量すればいいのかというのがあるんですけれども、昔から比べれば半分以下になって
いるわけですから、かなり減量は進んできたなと評価はしております。 
ただ、これをさらにどこまでいこうとするのか、そうしたときに、処分量ゼロというのは理想でし
ょうけれども、そうはいかないはずですし、その辺のところをそろそろ見定める必要があるのかなと
いう思いもありますので、その辺もお調べいただければありがたいと思います。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。ご意見、ご質問ございますでしょうか。 
 
【辰巳委員】 先ほど先生のほうからも量というお話があったんですけれども、資料３－１の参考の
グラフのところですけれども、焼却灰が 36％というのはかなり多いような気もするんですけれども、
焼却灰を減らすことは重ねて検討なさっているんでしょうか。あるいは非常にスリムになった焼却灰
がこれだけあるんだと考えていいのか。燃しても燃えないようなものも焼却灰の中に場合によっては
入っていたりということがないのかですね。焼却灰の内訳があまりよくわかっていなくて、きれいな
灰だけでもこんなにあるのか。そんなのが、もしわかれば知りたいなと思いました。 
 
【小泉部会長】 例えば溶融しているスラグみたいなもの、あれはほとんど有効利用されていくんで
しょうけど、その辺のところの内訳が、もしわかればというご質問だと思いますので、いかがでござ
いましょうか。 
 
【金子資源循環推進課長】 23区では今、幾つかの清掃工場で溶融炉がありまして、焼却灰をスラグ
化するという作業をしております。スラグ化したものはほとんど有効利用するということで、最終的
には埋立のところに入ってこないという状況でございまして、能力的に溶融できない焼却灰がこちら
に出ているというご理解でよろしいかと思います。 
 灰の性状が悪いから残ったということではなくて、能力的に、今現在はこのぐらい出ている。スラ
グ化がさらに進めば灰は減っていくの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した。普通の焼却炉での灰ということでございます。 
 そのほかいかがでございましょうか。よろしいでしょうか。後でご質問があればお伺いすることに
いたしまして、議事の３番目、廃棄物適正処理関連について、事務局からご説明よろしくお願いいた
します。 
 
【村上産業廃棄物対策課長】 資料４「論点整理案（廃棄物適正処理関連）」ということでのご議論を
いただきたいと思っております。 
 資料をご説明しますと、基本的な考え方でございますが、東京都といたしましては、これまで廃棄
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物の適正処理ということで、不法投棄の撲滅に向けた取り組みとか有害廃棄物、スーパーエコタウン
をはじめとしまして、都内の処理体制に向けた取り組みなどを行ってきております。 
 しかしながら、今でも不法投棄の撲滅に至っていない現状もございますので、引き続き廃棄物の処
理につきましては、環境リスク低減に向けた取り組みをやっていく必要がございます。 
 その一つとしまして、適正処理の確保のためには、適正な社会コストのもと、排出事業者、処理業
者の優良化が必要でございます。 
いままでは処理業者につきまして、許認可権限をもとにかなり厳しい強化等を行ってまいったんで
すが、今後は排出事業者等の意識改革も必要ではないかと思ってございます。 
そうした考えのもと、今後も各関連団体の綿密な協力のもと、実態把握に努めまして、不適正処理
の抑制と優良事業者の育成に努めていきたいということを大きな考えとして持ってございます。 
次に具体的な施策の方向案を三つ掲げてございまして、一つが排出事業者、二つ目が処理業者、最
後はその他ということでくくってございます。 
一つは、先ほど申しましたとおり排出事業者の対策ということで、これまでは許可事業者中心にか
なり厳しい指導等を行っていたんですが、今回、今国会でも排出事業者の処理責任が強化されますと
同時に、そういった考えがございますので、都としても何らかの形で排出者責任があるということを
自覚させるという意味もございますので、排出者責任の強化徹底を図っていきたいと考えております。 
一つは排出事業者の適正処理に対する意識向上に向けた取り組みとか、排出事業者の指導の徹底と
か行政処分の迅速な実施でございます。二つ目が処理業者の対策ということで、一つは適正処理が確
保されるよう、不適正処理に対しては厳格な対応を今後もすると同時に、今後はもう一歩進みまして、
処理業者の優良化を進めていけないかと思っております。 
昨年、第三者評価ということで東京都独自の制度をやりましたが、処理業者の優良化の促進の取り
組みはできないかということで考えてございます。二つ目が既存の第三者評価制度の認知度の向上に
向けて、いろんな事業者がこの制度の申請、認定をされるような取り組みを行っていきたいと思って
ございます。事業者の指導については引き続き実施しますとともに、行政処分につきましても厳格な
審査を行ってまいりたいと思ってございます。 
その他といたしましては、有害廃棄物の適正処理、不法投棄ということで、例えば微量ＰＣＢ廃棄
物の調査とか、撲滅に至っていない不法投棄に関しまして効果的な不法投棄対策の検討、実施ができ
ないかなということで考えてございます。 
次のページをおめくりください。参考資料を幾つかおつけしてございます。 
取り組みの１点目、排出事業者の関係でございますが、産業廃棄物の状況報告書集計ということで
掲載してございます。 
平成 20年度から国の制度になりまして、20年度から集計を開始しているものです。報告は年１回
で、報告対象は、産業廃棄物マニフェストを交付したものから東京都が集約して、国へ報告してござ
います。紙と電子ということで、両方とも集計してございます。事業所数はご覧のとおりで、マニフ
ェストの枚数もご覧のとおりとなってございます。 
これを内訳として見まして、⑵「業種別廃棄物委託量」が下の表でございます。業種別にＡからＴ
までございまして、20年度と 19年度で掲げてございます。 
主な特徴を言いますと、20 年度、建設業が 55％と多く占めておりまして、その他いろいろな業種
がございますが、例えば製造業も１割近く出している状況がマニフェストの中から浮き彫りになって
います。 
次のページの⑶が「廃棄物別排出量」でございまして、上が産業廃棄物排出量の 20年度と 19年度
の比較、下が特管の 20年度と 19年度の比較でございます。 
産業廃棄物の割合でいいますと、産業廃棄物の排出の段階で多いのががれき類とか廃プラ、汚泥が
主な排出になってございます。特管につきまして圧倒的に多いのが感染性廃棄物で、約８割、19年度
でも６割近くが感染性で占められている状況でございます。 
次が方向性の二つ目、処理業者の優良の部分でございまして、これにつきましては昨年、第三者評
価ということで制度構築をいたしました。産廃エキスパート、産廃プロフェッショナルの２区分でや
っておりまして、実績でございますが、認定事業者につきましては産廃エキスパートが 107社、プロ
フェッショナルが 77 社ということで、内訳はご覧のとおりとなってございます。引き続き今年度も
申請受付を予定しておりまして、既に５月 17日から７月 16日、約２カ月にわたりまして申請を受け
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付けております。その後書類審査、現地審査を行いまして年末に公表する予定でございます。 
また、第三者評価制度説明会のアンケートをとったところによりましても、処理業者においては 542、
排出事業者向けには７回、昨年度、実施しまして、1,000 事業者の方々が参加されているということ
で、排出事業者側の意識もかなり高まってきていることが読み取れるところでございます。 
アンケートの中身が、次のページの円グラフでございまして、少し細かく説明させていただきます
と、処理業者の意見ですと、第１問として、都の第三者評価についてどう思うかということを聞いた
ところ、「早く導入してほしかった」が９人、６％ですが、「こういう制度があるのは望ましい」と合
わせましても、半数以上のものが第三者評価の優良化という制度はやるべきだという声をいただいて
ございます。 
申請手数料についてどう思うかということですが、現地の審査料もかかっておりまして、最低 10
万から、高いものは 30 万近くございますので、４分の３ぐらい、75％近くの方が高いと思うという
結果も出ているところです。 
次のページは排出事業者の側から見た意見でございまして、本制度で認定された産廃エキスパート
とか産廃プロフェッショナルを利用したいかどうかをお聞きしましたところ、「ぜひ利用したい」が
242人、35％、「前向きに検討したい」を合わせまして全体で 82％の方がこうした処理業者を利用し
たいという声が上がっているところでございます。 
次に、排出事業者の意識啓発に必要なことは何ですかということでお聞きしますと、排出事業者の
立入指導とかセミナーとか、現場のパトロールとか、ありとあらゆる機会を使って意識することが大
事じゃないかということが読み取れるところでございます。 
参考ですが、次の表は第三者評価の、国と都の制度の比較でございまして、左側が東京都、右側が
国でございまして、主体、認定ランク、基準等々並んでございます。 
大きく言いますと、東京都の場合ですと、申請が上がってきて、それが本当かどうかということで
現地調査まで含めていることが特色でございます。国につきましては、自治体間で差が出ないように、
ある程度共通の一定の基準を定めて○×方式でやっているのが大きな特色でございます。 
認定機関でいいますと、許可権者ではなくて、東京都が指定しました第三者評価機関が実施してご
ざいます。国は許可権者そのものが認定する形です。認定ランクは東京都が二つ、国は一つでして、
基準の中身は、東京都が遵法性とか経営の安定性、環境的な先進的な取り組みで、現地調査をしてし
っかりと審査をしている。国は、遵法性や情報公開、環境保全の取り組みについて認定基準を定めて
ございます。お金につきましては国は無料でございまして、都につきましては審査料等で、ご覧のと
おりの審査料になってございます。 
認定期間は、東京都の場合は、質を担保するという形も含めますので約２年、短期間で質を維持し
ていきたいということで期間を定めてございます。国は許可の期限と同じく５年ということでござい
ます。申請のタイミングは、東京都は年１回、国につきましては許可更新時となってございます。 
メリットとして、東京都としては、ロゴマークの認定とか認定証の交付などが、また、東京都のホ
ームページでのお名前の公表などを行っています。国の場合は、許可証にその旨を記載したり、更新
のときの書類が一部省略になるなど、事務の簡便化が図られてございます。 
特徴は、東京都の場合は第三者によって評価と、評価基準がきめ細かいという部分、それに伴って
申請料も徴収させていただいているという状況でございます。国の場合につきましては有効期間が長
いことと全国一律、東京都みたいに人数がいて事務をこなせるところと、なかなかこなせないところ
があるという事情があるようで、全国で一律の評価基準、○×方式で審査をしている状況でございま
す。認定社数は東京都が 183、国が 300余りという形になってございます。 
次のページですが、撲滅に至っていない不法投棄の状況でございまして、関東地方と国のデータを
ご用意させていただきました。 
関東地方でいいますと、投棄件数につきましては、平成 15年度の 391から、20年度の 93という
ことで約４分の１と激減はしております。ただ、投棄量自体がそんなに減っておりませんので、１件
当たりの投棄量が多くなっている状況が読み取れるかと思います。 
東京都の行政処分の件数でございますが、約 35件程度で推移してございまして、18年度からは年々
伸びている状況でございます。 
次のページは国の状況です。国もほぼ同じでございまして、15年度から 20年度にわたって、件数
でいいますと 894件から 308件と減少している状況にございます。 
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国の場合には不法投棄の実行者も調査しておりまして、円グラフがございますが、⑵が実行者で、
左側が件数、右側が量でございます。不法投棄の件数につきましては、半数近くを排出事業者が占め
ておりまして、量につきましても排出事業者が半分ぐらいの量になっている状況でございます。 
⑶が不法投棄の内容ですが、建設系廃棄物が約７割ぐらい、量でいいますと約 87％、９割近くが建
設系廃棄物から出ている状況でございます。 
東京都もこういった状況を踏まえまして立入検査をしておりまして、次のページですが、不法投棄
の対策の強化ということで、建物の実際の解体現場に立ち入りまして現場の指導をやっている状況で
す。背景としましては、７割近くが建廃ということがございますので、これを何とか指導していきた
いということで、平成 19年、2007年４月から実施してございます。これにつきましては、建設リサ
イクル法と廃棄物処理の両面から発生現場に踏み込んで指導等を行っている状況でございまして、内
容的には廃棄物の分別とか保管の状況、処分の方法とか、排出が適正であるか、法令上の必要な表示
がしてあるかということを職員が指導している状況でございます。 
実際の立入検査につきましては、2007年度が 2,061件、2008年度が 1,311件ということで、かな
りのきめ細かい現場指導を行っている状況でございます。 
適正処理に関しましては、参考資料等を含めまして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。ただいまのご説明に関しましてご質問、ご意見よ
ろしくお願いします。 
 
【高橋委員】 この問題になりますと建設業のことばかりが出ておりますので最初に発言しないとい
けないなと思っているんですけれども、今ございましたように、今般、廃棄物処理法も公布されまし
て、建設業、建設系の廃棄物の排出事業者責任をどんどん強化されていくわけでございますけれども、
今ご説明がありましたけれども、補足説明及びデータに関して少しお話をしたいと思うんですけれど
も、今、我々の建設業の中で問題になっているのは廃石膏ボードがございまして、廃石膏ボードのリ
サイクルが非常に問題になっていまして、いろいろなところでいろいろな先生方がいろいろな協議会
を開いているんですけれども、全国的なデータでは、2009 年度ではおよそ 150 万トン、150 万から
200万トンと言われていましてなかなかピンとこないんですが、大型タンカーにしますと 15から 20
隻分、これが５年後ぐらいには倍になるだろうと。300万から 400万トンと言われています。 
 解体工事がどんどんふえてまいりますので、およそ推定できる数字ではないかと思うんですけれど
も、これらの廃棄物の石膏ボードのリサイクルが非常に滞っていまして、廃石膏ボード、当初は最終
処分場も安定型に入れられるということになっていたわけですけれども、硫化水素が発生するという
事件が起こって、最終処分場に安定型に入れることになったときに、紙と石膏を分離すれば入れられ
るということになったものですから、全国でいろいろな分離の機械が売れまして、いろいろなところ
で中間処理場は分離の機械を大きく入れて、石膏と紙を分離して、石膏は安定型に入れられるという
矢先にだめだということになって、管理方には到底金額が高くて入れられないという状況になってい
るわけですね、現在は。 
 いろいろ聞いてみますと、分離する機械を入れた中間処理場に石膏がたんまりたまっているようだ
と。これがいつか不法投棄の場所に出てくるんじゃないかという不安があって、いろんなリサイクル
の技術を今、開発しようとしているところなんですね。 
そういう意味でも、先ほど示していただいたデータの中に、建設業 55％と言われましたけれども、
廃棄物の排出量の種類ごとのデータの中にないんですね、廃石膏ボードが。通常、我々のゼネコンの
中では廃石膏ボードを大体分別しておりますのでデータが出ておりますので、ぜひ東京都でも出して
いただければと思いますけれども、出ているんでしょうかね。それは後でお答え願いたいと思います。
がれき類の中に入っているんでしょうかね。それが一つでございます。 
ともかく廃石膏ボードが溢れてしまう状況にならないように、大きな問題として東京都も考えてい
ただきたいというのが一つでございます。 
もう１点は、同じくがれき類の中に入っているんじゃないかと思われるのが、非飛散性のアスベス
トという表現になっていますけれども、法律上は石綿含有廃棄物という表現になっていますが、これ
の発生量、先般、「日経エコロジー」か何かに、埼玉県浦和区の住宅のアスベストがまじっていたとい
うセンセーショナルな記事がございましたけれども、こういうこともございますので、非飛散性石綿
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含有廃棄物の発生量と、我々はきちんとやっていますから大丈夫ですけれども、一般住宅の民地解体、
今はないと思いますが、そういうところでのがれき類への混入、そういったことも含めながら、先ほ
ど立入検査の話もございましたけれども、その辺も合わせて見ていっていただきまして、量の把握と、
処理の状況の把握を願いたいというのが２点目でございます。この辺、追加でご説明がございました
らお願いしたいと思います。 
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。廃石膏ボードの件と、非飛散性アスベストの件、
わかれば入れていっていただければいいと思いますし、そちらのほうで何か資料があれば事務局のほ
うにお出しいただくということでよろしくお願いしたいと思います。 
 松野委員、お待たせいたしました。 
 
【松野委員】 純粋な質問が二つだけございまして、資料の２ページ目、３ページ目で、排出事業者
で「業種別廃棄物委託量」で、平成 20年度と 19年度が対比されていて、下がったものはめでたしめ
でたしですけれども、よく見てみると、一けた二けたの伸びを示しているものが、Ｍの宿泊業とＳの
公務が非常に伸びているんですが、どんな背景なのか。オリンピックじゃなかったと思うんですが、
理由があったら、把握されていたら。 
 それが１点と、４ページ目、５ページ目の第三者評価制度の実績値で、右側の「申請手数料につい
てどう思いますか」、こういうアンケートの聞き方をしたら、普通の人間は「高い」というところに○
をつけて 75％、このとおりだと思うんですが、実際どれぐらいだったらいいと業者さん相場的に言っ
ているのか。そもそも 14万とか 10万とかフィックスレートじゃなくて、例えば売上の 0.1パーとか
変動する案もあったんじゃないかと思うんですけれども、そこら辺の背景を教えていただければと思
います。 
 
【村上産業廃棄物対策課長】 二つございまして、一つ目の廃棄物の業種別の委託料の件でございま
すが、この制度自体が、東京都の場合につきましてはいろいろデータをとっていたんですが、法の仕
組みが 20年度からということになってございまして、参考として、19年度業種別に排出しますと、
結果で言いますと、このぐらいの量しか出なかったということがございますので、割合の伸び率的に、
宿泊業が 19 年度はなかなかデータが集まらなかったということで、かなり伸びが大きく出てしまっ
ているのかなということがございますので、20年度を傾向値として、単年度で見ていただいたほうが
確かかなということでございます。実際には制度の周知がなかなかうまくいかなかったという部分も
ございますので、データとしてなかなか精度が高くなかったという結果でございます。 
 ２点目の料金のところでございますが、国の許認可の部分でございますが、例えば８万円とか 10
万円を切っているということもございますので、手数料につきましては、制度が始まったばかりです
ので、こういった要望を受けまして、見直せるところは見直していきたいところでございます。 
 最低ラインが 10 万で高いと表にもありましたとおり、これにつきましては、評価機関である公社
等と手数料につきましての意見交換もしておりまして、東京の場合ですと現地調査ということで、約
半年間かけて、各専門委員の先生に行ってもらっているということがございますので、かなり高くな
っている状況でございます。 
 ただ、更新期間とかですと前の書類を省けるとか、いろいろな工夫の余地はあると思いますので、
こういった声も踏まえながら、手数料につきましては評価機関等と検討してまいりたいと思ってござ
います。 
 
【小泉部会長】 よろしいでしょうか。そのほかいかがでしょう。 
 
【辰巳委員】 ありがとうございます。産業廃棄物に関してですけれども、産業廃棄物という表現を
されてしまうと、普通の生活者とは関係ないやというイメージになりがちですけれども、今回、不法
投棄等も含めて建設業関連のものがとても多いということで、建設業関連のもののもとを出したとき
に、大きなビルから出てくるものだけではなくて、個人の家からも出てくる可能性が大いにあるんじ
ゃないでしょうかという気がして、個人的にかかわれるようなこと、自分の家を解体したときに、解
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体されたものがどのように処理されるのかぐらいは、施主というんですかね、個人にまで伝わるよう
なことがあるのかどうか。もしそういうのがあるならば、意識が高い消費者でなくとも、自分の出し
た廃棄物が不法投棄されるのは嫌だなときっと思うでしょうから、そのあたりがたどれるといいなと
いうのが一つです。 
 もう一つ、不法投棄のところで、建設系以外の廃棄物のことを聞きたくて、どうしても話が建設系
中心の書き方になっているもので、私も、高橋さんが言われたように、何で建設系のことばかりこん
なにと思うくらいに、そちらを取り締まらなきゃいけないという気持ちはとてもよくわかるんですけ
れども、それ以外のところも結構あって、そのあたりがわからないなあという気がしたもので、もう
少しわかればいいなと思いました。 
 
【小泉部会長】 今のご質問に答えられる範囲で結構だと思いますが。 
 私も昨年、実家を解体してえらくお金がかかったという思いがありまして、この辺の話はかなり詳
しいんですけど、事務局のほうでお話しいただければありがたいです。 
 
【佐伯不法投棄対策担当副参事】 ２点のご質問ということで、１点目は建設系の廃棄物、不法投棄
に出されている中に、大きなビルだけじゃなくて一般の建物からというお話があって、確かに建設系
廃棄物の中には、一般の建物の建替えに際して、解体をされるときに出る解体現場からの廃棄物が非
常にございます。 
 消費者の方々はリサイクルをされたのか知られる制度というお話がありましたが、現行で建設リサ
イクル法というのがございまして、その中では、普通の建物ですと、建替えをされる施主さんがいま
して、そこから、ゼネコンなどの施工を請け負う業者さんがいますが、元請け業者さんがリサイクル
が終わったら施主さんに最後に報告を出す制度ですので、施主さんは、建設のコンクリートとか木材
とかリサイクルできたかという結果を元請けさんから報告される制度的にはなっております。 
 不法投棄の廃棄物の種類の、建設系廃棄物以外のものというお話ですが、内訳の細かいところが書
いておりませんが、国の報告ですと、ガラス・陶器くずとか動物のふん尿とか燃えがらとか廃油とか、
建設系以外のさまざまな物も入っている状況で、細かい種類になりますので書かせてもらっていませ
んけれども、そういうようなものが入っているということでございます。 
 
【村上産業廃棄物対策課長】 補足で説明させていただきますが、建設系につきましては立入指導と
いうことで年 1,000件以上のものをやっているんですが、そのほかの廃棄物につきましても廃掃法で、
保管の仕方とか処理の仕方は基準がございます。そういった部分で、業種・業界別に、不法投棄とは
別に立入指導ということで、処理だけじゃなくて、契約の仕方は大丈夫かとか、法的な遵守の部分も
係がございまして、そこが毎日、立入指導に行っていて、そこに行った結果、法的な欠陥があると次
の年も来るとか、優良であれば２年、３年置きに、ここの業者は大丈夫でしたという形で非常にめり
はりをつけて実施している状況でございます。 
また、特徴的な取り組みの廃棄物でいいますと、建設系以外に、例えば感染性の廃棄物ということ
で新たな取り組みもしておりまして、それにつきましてはかなり人の健康に影響を及ぼしますので、
医師会等と組んで、ＩＣタグを活用した新たな廃棄物の処理も始めているところでございます。 
どうしても建設のほうが多くなってしまいますので、こういう表の書き方になっていますが、建設
業界の方々もいろいろなお話をする中で、リサイクル法を遵守しまして、かなりリサイクルにも貢献
していただいておりまして、不法投棄の件数もかなり減ってきてございます。皆様いろいろないい取
り組みを実施して不法投棄の件数は少なくなっているということですので、建設業が悪いということ
ではないです。 

 
【高橋委員】 ありがとうございます。 
 
【小泉部会長】 先ほどのプラスチックもそうですけれども、ある側面でずっといく場合もあります
ので、少なくともこの部会では両面から功罪そろえて、いいものはいい、しっかりやっているものは
しっかりやっているというところで、レポートとしてはしっかりおまとめいただければありがたいと
思います。どうぞよろしくお願いいたします。 
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【上田委員】 前々回にちょっとお話ししたかと思いますが、汚泥のパーセントがなかなか減ってな
いんですね。汚泥は物によっては処理の仕方で残土になるんですけれども、残土でほかに利用した場
合、これには入ってないんでしょうか。入っているんでしょうか。報告としてはどうなんでしょうか。 
下水から出るのと、建設関係から出るのと両方あると思うんですね。トンネルも含めて。 

 
【村上産業廃棄物対策課長】 残土につきましては、この処理の対象の中には入ってないです。 
 
【上田委員】 残土にする奨励策とかされているんでしょうか。ドロドロのものを残土にできる方法
が、この前お話ししたんですが、いろいろあると思うんですが、それについて、残土にするという奨
励をしていらっしゃらないようなんですが、その辺いかがなんでしょうか。 
 
【事務局】 建設汚泥のような泥状のものを改良することによって、前々回、上田委員から、例えば
ペーパースラッジのようなものを使ってということ、あるいは……。 
 
【上田委員】 ペーパースラッジじゃなくて、紙を粉砕したものです。 
 
【事務局】 失礼しました。間違えました。古紙を粉砕したものを使って改質をするということでご
紹介いただきましたが、幾つか、建設汚泥のような泥状のものを改良する技術はあります。現実に多
くのところで行われておりますが、問題は、廃棄物処理法を卒業して残土になるためには、建設発生
土という表現のほうが適切だと思いますが、建設発生土になるためには、利用されることが制度的に
は前提になっておりまして、課題としては、利用先が十分確保できないところが難しいところです。 
 ですので、改良技術の問題はもちろんですが、もう一つは需要をつくり出すというところが非常に
厳しいところでございます。 
 
【上田委員】 わかりました。 
 
【小泉部会長】 よろしいでしょうか。ありがとうございました。 
 辰巳委員、お待たせいたしました。 
 
【辰巳委員】 先ほどご返答いただいた件ですけれども、個人の家を潰した後、出したものがどうい
うふうに処理されているかを個人の施主に報告する義務があると。その場合にどのくらいの報告、私
は知り合いから聞いたお話では、太陽光発電をつけようと思って屋根を取りかえて、その廃棄物がど
こに行くのか、意識の高い人だったから確認したら、「そんなもの消費者は知らなくていいよ」と全く
教えてもらえず、「それじゃ困る」と言ったけれども、結局わかったのは事業者の名前だけで、自分の
廃棄物がどこで処理されているかが全くわからなかったと聞いたことがありまして、報告の義務の報
告はどういう状況なのかを知りたいと思っただけです。 
 
【佐伯不法投棄対策担当副参事】 件数的なものということでしょうか。中身がどのようなものが報
告されているかという……。 
 
【辰巳委員】 自分の出したものがどこでどういうふうに適正に処理されているのかどうかがはっき
りわかるようになっているのかということを聞きたかったんです。 
 
【高橋委員】 お客さんに報告するのは、どこでどういう処分をしたか、それから、どれだけのお金
がかかったのかということも報告します。ただし、建設リサイクル法で定められている特定廃棄物、
コクリートがらと木くずが主ですね、アスファルトコンクリートがらと三つですかね、これだけにつ
いては、どこで処分をしたか、幾らかかったのかということを最後に報告します。 
 
【辰巳委員】 個人の施主に？ 



 22

 
【高橋委員】 そうです。そのとおりです。そのほかの、今言ったような別のものは今のところ建設
リサイクル法の中には含まれていないということですね。 
 
【小泉部会長】 辰巳委員、また後で高橋委員に詳細は、しっかりした業者に出したかどうかも聞い
ていただいて、エキスパートマークのついているしっかりしたところに出していただければありがた
いと思います。 
予定の時刻が来ておりますが、今日どうしてもご発言いただくことがほかにございますか。よろし
いでしょうか。 
今回で議論し切れなかった点いろいろあろうかと思います。それらにつきましては次回以降引き続
き議論をしてまいりたいと思います。 
４番目「その他」ということで、今後のスケジュールについて事務局から説明をよろしくお願いい
たします。 

 
【金子資源循推進課長】 次回は６月 23 日、水曜日、午後３時から開催させていただきたいと考え
ております。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。次回は６月 23 日、水曜日、午後３時からという
ことでどうぞよろしくお願いいたします。 
ほかに特にご発言がなければ、これで第３回計画部会を閉会したいと思いますが、よろしいでしょ
うか。 
本日はどうもありがとうございました。これで閉会いたします。 

 
午後３時 43分閉会 


