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午前 10 時 00 分開会 

 

【小泉部会長】 定刻になりましたので、これから第６回計画部会を開催いたします。 

本日は、ちょっと早い時間ですが、お集まりいただきまして誠にありがとうございました。 

それでは、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。 

 

【資源循環推進課長】 おはようございます。初めに、本日の出欠状況でございます。崎田委員、

橋本委員、安五委員は、本日ご都合によりご欠席と承っております。ただいま出席委員数は、部会

委員総数 14 名の過半数に達しており、定足数を満たしていることをご報告させていただきます。 

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、東京都廃棄物審議会計画部会（第６回）の会議次第が１枚。 

計画部会の委員の皆様の名簿、裏面が座席表になっております紙が１枚。 

資料１「東京都廃棄物処理計画の改定について 中間のまとめ（案）」という冊子が１冊。 

資料２「今後の計画部会開催スケジュール（案）」という資料がございます。 

次に、委員の皆様の席上には、前回９月８日に開催いたしました審議会の議事録をお配りさせて

いただいております。別途メールでもお送りいたしますが、修正等ございましたら、10 月 12 日ま

でに事務局までご連絡いただければと思います。 

冒頭、事務局からは以上でございます。 

 

【小泉部会長】 ありがとうございました。 

これより本日の議題「廃棄物処理計画の改定について 中間のまとめ（案）」の審議に入りたいと

思います。資料の分量が多いものですから、前半と後半に分けて議論していただきたいと思います。

まず、前半部分について、事務局から説明をよろしくお願いいたします。 

 

【資源循環推進課長】 それでは、ご説明させていただきます。 

初めに、資料２で本日の議論の位置づけを確認させていただきます。 

本日、10 月４日は計画部会（第６回）です。前回まで計画部会で各視点から施策の検討をしてい

ただき、また、前回９月８日は、取りまとめの第一歩ということで「廃棄物対策における今後の施

策について」ということでご議論をいただきました。本日は、そのとき委員の皆様からいただいた

ご意見を参考にして「中間のまとめ（案）」という形でまとめさせていただいたものです。本日ご議

論いただきましたものを踏まえ、この後、11 月の審議会の総会で「中間のまとめ」をまとめまして

パブリックコメントを実施。さらに、12 月には、パブリックコメントの実施状況を踏まえまして、

計画部会、総会を開いて答申としてまとめさせていただくという形で進めていく計画です。 

それでは、「中間のまとめ（案）」についてご説明をさせていただきます。 

本日は、大分答申も近づいてまいりましたので、最終的に答申としていただく冊子をイメージし

て資料をまとめさせていただいております。１ページおめくりいただきますと、左側に目次がござ

います。目次の並び方が、前回の計画部会のときと若干入れ替わっておりますので、初めにそこか

らご説明させていただきます。 

最初に、「現行計画の進ちょく状況」が入ってございます。これは前回と同じです。前回は、この

後に「今後の廃棄物対策の基本的考え方」が入ってございましたが、今回、若干並べ方を変えさせ

ていただきまして、最終的に出る答申（計画）をイメージいたしまして、前回の計画も最初に現在

の状況、次に目指すべき目標、それから、その目標に向けた为要施策という並び方でございました。

通常、計画のたぐいはそのような並べ方にする場合が多いようですので、今回も進ちょく状況の次

に計画の目指すべき目標、それから、その目標に向けた为要施策という形で１、２、３と順番を変

えさせていただいております。その後に４「持続可能な資源利用を目指して」ということで、これ

は前回、２の「今後の廃棄物対策の基本的考え方」というところに述べさせていただきました。温

暖化対策や資源制約の問題など、廃棄物行政を含んだ更に広い分野を中長期的に考える必要がある

部分を、４として最後にもってきています。個々の内容は、前回とそれほど変わっておりません。

そのときの皆様の意見を踏まえて若干の修正をしたというものです。 

それでは、順番にご説明させていただきます。 
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まず、右側、１ページ、１「現行計画の進ちょく状況」でございます。前回、一通りご説明させ

ていただいておりますので、前回と変わったところを中心に全体の流れをご説明させていただきま

す。現行計画では６つの目標を掲げてございます。その進ちょく状況を最初に述べさせていただい

ております。 

計画目標１が「最終処分量の削減目標：平成 22 年度の最終処分量 160 万トン（平成 16 年度対

比 35％減）」という目標でございます。これについては、20 年度実績で 41％減というところまで

達成してございます。 

計画目標２が「廃プラスチック類の埋立処分量をゼロに」という目標でございます。廃プラスチ

ック類埋立ゼロ協定を 174 社と締結しまして、今年度末で都の埋立処分場では産業廃棄物のプラス

チック類の受け入れは終了するという予定です。前回と変更させていただきましたのは、３つ目の

点のところです。前回はサーマルリサイクルのことだけを触れておりまして、マテリアルリサイク

ルについてコメントがなかったというご注意をいただきましたので、ここの部分で、平成 20 年度

から、全 23 区において、一般廃棄物の廃プラスチック類を不燃ごみから資源ごみ（マテリアルリ

サイクル）又は可燃ごみ（サーマルリサイクル）に変更したというように記述を改めさせていただ

いております。 

計画目標３「建設泥土の再生利用量を５割増加」ですが、これも 16 年度対比で 5 割増加という

実績がございます。 

計画目標４が「有害廃棄物の都内処理体制確立」ということで、飛散性アスベスト、ＰＣＢ廃棄

物等について記載がございます。前回は、現在の処理状況が余り進んでいないという部分の説明が

尐し不足しているのではないかというご指摘がございました。今回、真ん中にございます表の上の

２行分の記述を、「日本環境安全事業株式会社の処理能力が当初計画の約半分にとどまっていること

から、処理実績は計画量の約半分にとどまっている」と、計画が進んでいない理由がハードのほう

の処理能力にあるということを明記させていただいたところです。 

計画目標５「産業廃棄物の不法投棄をゼロに」は前回と変更ございません。 

３ページの計画目標６「優良な廃棄物処理業者が市場価値を高める仕組みの構築」ですが、幾つ

か施策を述べさせていただいております。このうち前回、第三者評価について、21 年度は産廃エキ

スパート 107 社、産廃プロフェッショナル 77 社という実績がございます。参考といたしまして、

産業廃棄物処理業の許可業者１万 3,470 というのを掲げさせていただいたところですが、最終的に

この第三者評価をどのぐらいまで拡大するのか。１万 3,000 余を全部対象にするのかというような

ご質問がございました。今回、１つの参考値として、東京産業廃棄物協会の正会員数の 584 という

数字がございまして、概ねこのあたりが目標値となるのかなという１つのイメージということで、

１行つけ加えさせていただいております。 

続けて、２「計画の目指すべき目標」についてご説明させていただきます。 

目標は、最終処分量の目標ということで、平成 19 年度から計画期間の最終年 27 年度には最終処

分量 30％減を見込むということをまず数値の目標として掲げさせていただいております。この数字

は前回お示ししたものと基本的には変わってございません。 

５ページから、これを算出するに至った根拠等が記載されております。一般廃棄物は、前回ご説

明しましたとおり、人口による増が２～３％ある。更に、10％減程度、さまざまな発生抑制が見込

まれるということで、まず 27 年度における一廃の排出量が 475 万トンと予測しております。 

イの再生利用量は、東京都分別収集促進計画で各市区町村の容器包装リサイクルの分別収集の進

行状況等が増えるという見込みがございますので、10 万トン程度は分別収集量が増えるということ

で、資源ごみ収集量を 100 万トンと見込んでございます。 

最終処分量は、今申し上げました再生利用量に加え、焼却による熱回収等もほぼ同じぐらいある

ということで、最終的に最終処分量を 25万トンに削減する目標を一般廃棄物は立ててございます。 

６ページからが（2）の産業廃棄物です。前回、特に産業廃棄物の部分につきまして、一般廃棄

物と比べ、目標というより、単に見込みを書いているだけで確かなビジョンがないのではないかと

いうご指摘がございましたので、今回は、最終的な数値は余り変わっておりませんけれども、もう

尐し細かく分析をしたつもりでございます。 

まず、排出量について、ページの中ほどに表がございますが、上下水道、建設業、製造業、その

他として、業種ごとに分けた排出量の見込みを示させていただいております。上下水道では、今後、
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大幅な増減がないということでございます。また、建設業からの排出量ですが、これは今後、高度

成長期に建設された建築物が更新等を迎えるということで、建築物の解体工事に伴う廃棄物の増加

が見込まれる。また、高速道路の建設等に伴う建設泥土の排出も引き続きあるということで、それ

ほど多くの減が見込まれないということで 900 万トンと見込んでございます。また、製造業、この

辺は景気の動向によってはっきりわからない部分がありますけれども、19 年度のリーマンショック

前の規模と同規模の 150 万トンと想定してございます。以上、積み上げますと、結果的には平成 19

年度とほとんど同等の 2,400 万トンと予測しているところです。 

次に、イの再生利用量、右ページにいきましてウの最終処分量は、廃プラスチック類の埋立ゼロ

協定、あるいは混合廃棄物の分別の進展等を見込み、再生利用量は 760 万トン、最終処分量は 100

万トンに削減するということを目標に掲げてございます。 

8 ページにただいま申し上げたものを一表にまとめさせていただいております。うち 19 年度の下

から 2 番目の最終処分量 116 万トンを、産業廃棄物については 27 年度は 100 万トンに削減すると

いうことですが、この 116 万トンの内訳を、種類別最終処分量（平成 19 年度）として示させてい

ただいております。このうち、どのごみがどのぐらい削減できるか検討したところですが、廃プラ

スチック類、これは廃プラ埋立ゼロ、これは都の処分場で受け入れないだけではなくて、他県に持

っていっても埋立はしないというのが目標ですので、これはゼロになると見込んでおります。それ

から、下から２番目の混合廃棄物 22 万 2,000 トンですが、これが今後、分別の徹底等により半分

近くはリサイクルに回るのではないかということを見込んでございます。合わせて 16 万トン程度

削減が見込まれるということで、最終処分量 100 万トンとしているところです。建設泥土、ガラス・

陶磁器くず、がれき類等は、今後の景気の動向等、不明な部分がございますので、今回は同程度と

見込んでいるところでございます。 

以上、前半部分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「中間のまとめ」の目次から、１の「現行計

画の進ちょく状況」、２の「計画の目指すべき目標」までご説明いただいたわけですが、事務局の説

明につきまして、何かご質問、ご意見等ございましたら、よろしくお願いいたします。 

勝浦委員、お願いします。 

 

【勝浦委員】 １ページ目に「一般廃棄物の廃プラスチックを不燃ごみから資源ごみ（マテリアル

リサイクル）」と書いてありますが、これは容リ法を意図しているのであれば、マテリアルリサイク

ルだけでなく、ケミカルリサイクルも手法として認められているので、ケミカルリサイクルを入れ

ていただかないとまずいと思います。 

それと、特に一般廃棄物ですが、量を減らすというのはあくまでも数量だけの話ですが、後のほ

うには熱回収の高効率化というのが書いてあります。例えばこういうところにエネルギー回収効率

を何％にするとか、どこまで上げるとか、そういうのは、今いわゆるプラスチックを熱回収します

ということを言っているわけですから、やはりもう尐し定量的に熱効率をどこまでにするというよ

うな目標をぜひ入れていただくのがいいのではないかと考えます。 

以上です。 

 

【小泉部会長】 ありがとうございました。今のご意見、いかがでしょうか。ケミカルリサイクル

を入れると用語集にもつけ加えなければいけませんが、それも含めてよろしくお願いいたします。 

 

【資源循環推進課長】 最初のご質問ですが、ここでイメージしておりますのは容器包装リサイク

ルですので、厳密に言えば、確かにケミカルリサイクルも入るのかなと思いますので、ここは表現

を調整させていただきます。 

それから、後段のエネルギー回収率を数値目標にするというのは、廃棄物処理計画という世界で

最終処分量等と同列に数値目標として掲げるのは現時点ではどうかなと思う部分もございますが、

もう一度検討させていただきます。 

 

【小泉部会長】 どうもありがとうございました。よろしいでしょうか。 
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そのほかいかがでございましょうか。松野委員、お願いします。 

 

【松野委員】 非常に細かい点で１点だけ、確認という意味で、８ページ目のところの下の表で、

産業廃棄物の最終処分量（平成 19 年度）、ガラス・陶磁器くずが２番目で結構大きくて、ほかは何

となく蚊帳の外になっているのですが、この中のほとんどはガラスと考えてよろしいですか。 

 

【廃棄物対策部長】 実は、ちょうど今、再生砕石にアスベストを含むスレートが混ざって敶き均

らされているのではないかということが新聞でにぎわっておりまして、そのアスベストを含むスレ

ートの量が全国で年間 130 万トンとか、この先、年間 170 万トン出るという想定です。１割ぐらい

が東京で出ると想定していまして、13 万トンぐらいアスベストを含むスレートが出ると。この分類

がガラス・陶磁器くずという分類になっていますので、ここの 23 万トンのうち 13 万トンぐらいが

アスベストを含むスレートで、これは破砕とかできませんし、リサイクル等もないものですから、

埋立という理解です。それ以外には、一部瓦など、そういうものもありまして、ガラスそのものは

かえって尐ないのかなと思っています。 

 

【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。高橋委員、お願いします。 

 

【高橋（辰）委員】 ３ページですが、前回、産廃エキスパートと産廃プロフェッショナルの目標

は変えないのですかという質問に先ほど口頭では答えていただきましたが、ここには文章化されな

いのか。先ほど正会員の 584 というか、このぐらいを目標にという話がございましたけれども、ず

っと数値を出してきていますので、その辺はいかがでしょうか。それだけです。 

 

【産業廃棄物対策課長】 産廃協会につきましては、昨年からやった感じがいたして、参考値で掲

げられた１万 3,000 という中にも、実際には自分で商売しながらどうしても廃棄物を運ばなければ

いけないという部分で免許を取っている方を考えますと、かなりの部分でとにかく専業して、エキ

スパート、プロフェッショナルを取るという方がなかなかいらっしゃらないということもあります

ので、当面、制度の充実もありますので、目標値というよりは、こういった制度が始まったという

ことで、今、文章の中では 107、77 という記述にとどめたいと思っております。これが、ある程

度制度が定着して、かなり実態も把握されて、本当に取るべき母数とか、そういう形がわかってく

れば、目標値を設定すると同時に、どういう段階で、どういう手法でそこまで引き上げるかという

形を記述できるかなと思っておりますので、現段階におきましては、文章の記述で実績ということ

でとどめたいという形を考えてございます。 

 

【小泉部会長】 よろしいでしょうか。ほかにいかがでございましょう。辰巳委員、お願いします。 

 

【辰巳委員】 一般廃棄物のところで、５ページと８ページを見ながらですが、まず排出量が減る

予測をなさっていますよね。それはそれで、そのぐらい減るのかなというふうに思うのですけれど

も、更に減量効果というところで、熱回収のところは余り増えないイメージなんですけれども。む

しろ減っていませんよね。もともと 336 が 325 ということで尐し減ってしまっていますよね。プラ

スチックの分別で、先ほどもちろんマテリアルやケミカルと包装材はなりますけれども、都の中の

幾つかの区は燃して熱回収していますというところが幾つかあります。そういうのは、ここで増え

るというふうには考えないのですか。だから、資源ごみとして分けるというところで増えている分

がそれになるのですか。その辺の移動の考え方が理解できなくて済みません。ここで頭がとまって

しまいました。 

 

【小泉部会長】 いかがでしょう。トータルとしてどうなるかというご質問でよろしいでしょうか。 

 

【辰巳委員】 はい。 

 

【資源循環推進課長】 ただいまのご質問ですが、発生抑制、あるいは、いわゆるリサイクルは、
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この後いろいろ書いてございます施策によってやっていただくということですが、熱回収はそうい

うリデュース・リユース・リサイクルで清掃工場に持ち込まれるごみ自体がかなり減ると予測され

ておりますので、熱回収によって減るものというのも、これは差引計算みたいなところがございま

すが、表面上は減っているという形で、トータルすればリデュース・リユース・リサイクルで最終

的に埋立に回る部分が減るという位置づけでございます。 

 

【小泉部会長】 よろしいでしょうか。ほかにいかがでございましょう。細田委員、お願いします。 

 

【細田委員】 私の読み方が悪いのかもしれませんが、一廃に関しては、事業系と家庭系の内容に

ついては余り区別していないようですが、どこかに記述があったかもしれませんけれども、その辺

はよろしいのでしょうか。もう尐し後の対応ともたぶん関わってくるのではないかと思うのですが、

いかがでしょうか。 

 

【資源循環推進課長】 ５ページの一般廃棄物の排出量の１つ目の丸、２つ目の丸のところで、家

庭系のごみと事業者から出るごみ量に関する分析等を若干しております。２つ目の丸のところで、

夜間人口・昼間人口によってごみ量を見込んでいるということで、東京の場合、特に事業系ごみが

多いですので、昼間人口のほうも重視して発生量は一応見込ませていただいております。個別の削

減量等の施策については、後ほどの第３章に出てくるということで、厳密に事業系、家庭系と分け

ている記載はございませんが、考え方としては、それぞれ見込んでいるということでございます。 

 

【廃棄物対策部長】 追加で。今回、排出量を算出する中で私どももいろいろ調べた結果、もとも

とごみの排出量の集計は、区市町村が関わった統計なんです。あるいは、事業所から清掃工場に持

ち込まれたという量は把握できるのですが、事業所の中で自らリサイクルしている部分、特に古紙

などは、推計でいくと 100 万トン近くあるらしいのですが、それが全く統計に入ってこない。ある

いは、それと同様に、食品リサイクル法で毎年２％ずつリサイクル率を上げましょうとやっていき

ますと、清掃工場に入っていた分が入ってこなくなる。そういうものがごみの統計からだんだん消

えていきます。あるいは、スーパーマーケットなどでペットボトルとか、トレイなどを回収してい

ます。これも区市町村の統計に入ってこなくて、事業者さんの統計なり、業界の統計なものですか

ら、そういうものがどんどん減っていっている事実があります。ですから、ここでいう排出量は区

市町村で集めた量で、それ以外に事業者自身なり業界自身が一生懸命努力されている分が、排出抑

制なり、リサイクルで減っている。その量がカウントされないという状況になります。 

 

【細田委員】 わかりました。そこはわかったのですけれども、もう１つ、かつていう局集、要す

るに 23 区の直営ないし雇上業者さんを使って集めてきた部分と、そうではなく、恐らく事業系の

ごみは民間委託で吐き出させているので、これはたぶん性状も違うし、対応も違うし、そこのとこ

ろがはっきりしていないのではないかと思うので、ちょっと質問したい。今のおっしゃる点もある

けれども、委託しているごみはある程度は把握できるのでしょう。その対応というのは、私たちの

家庭系とは多尐違うことがあるので、例えば、ちょっと苦しいことかもしれないけれども、私もち

ょっと混乱しているかもしれないけれども、例えば城南島のプラントはどうなっているのか、あれ

は効率的に使われていますかみたいな話にもつながってくるので。 あそこは産廃だけでしたね。委

託されたものがどうやってリサイクルされているか。それから、今の質問とはズレますが、都が関

わっている部分で、産廃系でいったものが本当にどういうふうに処理されているかということをも

う尐しどこかに書いたほうがいいのではないか。「中間のまとめ」の段階ではこれでいいと思うので

すけれども。そうしないと、細やかな対応ができないのではないかと思いました。コメントです。 

 

【小泉部会長】 どうもありがとうございました。勝浦委員、お願いします。 

 

【勝浦委員】 最後の８ページの表を見てちょっと気になったのですが、この排出量も、今の話で

言うと収集量というほうが本当はいいのではないかと思いましたし、特にその下の減量効果という

ところは、特にごみの話で減量効果というのが、リデュースをやった量みたいなイメージがあるの
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で、ここは確かに最終処分になるところにこなかったものを書いてあるのですけれども、中間処理

なのか、何が適当なのかわかりませんが、減量効果と書くのは、一般の人がこれを見たときにはか

なり誤解を招くのではないかというふうに感じました。 

 

【小泉部会長】 いかがでございましょうか。 

 

【資源循環推進課長】 おっしゃるとおり、では排出抑制の部分がどこにあるのかと。確かに、書

き方でわかりづらいところがあろうかと思います。これは今後工夫させていただきます。 

 

【小泉部会長】 よろしくお願いします。そのほかいかがでございましょうか。 

 私は、前もそうでしたが、平成 19 年度実績ということで今回やらざるを得ないわけですが、例

えば平成 20 年度実績というのはいつ頃の時点で出てくるのかとか、今は 22 年度なので、結構、廃

棄物に関するデータといいますか、ほかもそうですけれども、かなり時間遅れがありますよね。そ

ういう中で計画を策定していかなければいけないというところですが、もし 20 年度実績がどのあ

たりで出てくるのかというのが分かればちょっと教えていただければありがたいと思います。 

 

【資源循環推進課長】 20 年度の実績は実はもう出ておりまして、ただ、今回は、特に産業廃棄物

で 19年度と 20年度の間でリーマンショック等により非常に数値の激しい乱高下がございましたの

で、基礎とする数字としては、20 年度より 19 年度のほうが今回はふさわしいのではないかという

ことで、19 年度の数値を使わせていただいております。通常の実績としては、20 年度は既に出て

おりまして、一般廃棄物は 21 年度についても既に数値がございます。産業廃棄物は、もう尐し時

間がかかるという話でございます。24 ページで産業廃棄物の数字も記載しているところです。一廃

は、21 ページに 20 年度までの実績の数字が上がっております。特に産業廃棄物のほうが把握にち

ょっと時間がかかるということで、まだ前年の数字が載せられないということでございます。 

 

【小泉部会長】 データ的にはきちんと精査しないといけないので、統計量を出すのに時間がかか

るということはよくわかっているのですが、実際の生データといいますか、そういったものは、例

えば 22 年度なら 22 年度が終わるときに、今だったら 21 年度が終わったときに、一体何ヶ月ぐら

いの時間遅れで出るのかというのがいつも気になっているものでしたからご質問申し上げました。

リーマンショックの件もありますが、将来を定めるときに、できるだけ新しいデータに基づいて定

めたほうが外れは尐なくて済むかなと思っているものですから、ちょっとお伺いしました。ほかの

分野でもそうですが、どうしても今やっているときのデータというのはなかなかないので、こうい

う計画を立てるときにはその辺がいつも苦労してしまうのですけれども、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】 用語の問題で、「資源ごみ」というのはよく使われるのですが、何か別な言い方はな

いでしょうか。ごみというのは、特に８ページの表では一般廃棄物で括って減量効果となっている

ものですから、「資源ごみ収集」とせずに、「ごみ」を除いても意味が通じるのではないかと思うの

ですが。「資源収集」と。「ごみ」というのは、よくごみ扱いにされてしまうんですよね。分ければ

貴重な資源であるということを我々はアピールしているものですから。だから、最初の１ページの

「資源ごみ」、それから「可燃ごみ」。「可燃ごみ」のほうはなかなか難しいですが、この「資源ごみ」

は何とか。特に表にした場合の「資源ごみ」、これはよろしくお願いしたいと思います。 

 

【小泉部会長】 貴重なご意見、ありがとうございます。いかがでございましょう。 

 

【資源循環推進課長】 ありがとうございます。その方向で修正させていただきます。 

 

【小泉部会長】 トータルとして資源ごみをどんどん増やしたのではしようがないですよね。全体

のごみの中で資源の部分を増やしていくというのは大事なことだと思いますが、確かにおっしゃる

とおりですので、事務局でご検討いただいて表現を工夫したいと思います。ありがとうございます。 
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 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。 

そうしましたら、前半部につきましては、大体このような形でいろいろご意見いただきましたの

で、また修正をしながらまとめていっていただきたい、このように思います。 

それでは、 後半の部分、３以降についてまた事務局のほうから説明をよろしくお願いいたします。 

 

【資源循環推進課長】 では、後半９ページの３「为要施策」からご説明させていただきます。 

 最初に３行、前段がございまして、現在の計画と同様に、「３Ｒ施策の促進」、「適正処理の促進」、

「静脈ビジネスの発展の促進」の３つの柱立てを踏襲するということでございます。 

(1)「３Ｒ施策の促進」です。変更があった部分を中心に全体の流れをご説明させていただきます。 

１つ目の施策が「家庭ごみの有料化」でございまして、これは前回と変わりません。積極的に東

京都としても導入の支援をしていくということを書かせていただいております。 

２つ目の施策が、前回、「ムーブメントの醸成」という言い方をしていた項目でございます。この

表題につきまして、ムーブメントという、ムード、雰囲気だけではなく、正しい情報をきちんと伝

えるという観点が必要なのではないかというご意見を何人かの委員の方からいただきました。そこ

を踏まえまして、一応、項目の題名を「ごみを出さない社会の定着」という形にさせていただいて

おります。それから、２段落目でごみの発生抑制の話で、マイボトル、マイ歯ブラシ等の持参とい

う文章がございます。前回はここにマイ箸というのも入っておりましたが、マイ箸につきましては、

いろいろと評価が定まっていないと申しますか、いろいろなご意見があるというお話がございまし

た。それがいいものだということをムードで位置づけるというのもいかがなものかと思いまして、

今回は「マイ箸」という記述は削除させていただいております。 

次にそのページの一番下でございます。リターナブルびん（生びん）のリユースについての記述

がないという指摘が前回ございましたので、ここにリターナルびんの使用という項目をつけ加えさ

せていただいております。10 ページの上のほうでございますが、前回、リデュース・リユースを推

進するためには何らかのインセンティブが必要だけれども、日本人は小さな社会貢献、寄付をする

とか、そういうものがあるだけでかなりインセンティブになるのではないかというようなご意見が

ございまして、 最後の行に、「自発的な取組が促進するようなインセンティブの検討など」という

文章を新たにつけ加えさせていただいております。 

イが「リサイクルの促進」でございます。 

１つ目の施策が「都市鉱山の開発」ということで、小型家電に含まれるレアメタルのリサイクル

等について記述させていただいております。この部分は前回と同じです。 

最後の段落ですが、前回、全体的に生ごみとか、バイオ系の記述が尐し不足しているのではない

かというご指摘がございました。最後の段落の２行目の終わりから、「下水汚泥やし尿に含まれるリ

ンの回収など」というのを新たにつけ加えさせていただいております。 

その次が「種類別の取組」でございます。１行目に、「Pet to Pet」という言い方をしていた部分

がありましたが、ちょっと一般の方にはわかりづらいということで、「ペットボトルを再びペットボ

トルに戻すリサイクル」という言い方に変えさせていただいております。 

２段落目は新たにつけ加えさせていただきました。これも「資源ごみ」のところは訂正させてい

ただきたいと思いますが、前回、上田委員から、いわゆる資源の抜き取り等の対応、あるいは古紙

回収業者の皆さんがやっていらっしゃる業界独自の認証制度の活用などについての記述をというお

話がございました。載せる場所としては「種類別の取組」というところに、古紙という１つの種類

に対する取組ということで、その４行分をつけ加えさせていただいたところでございます。 

右側 11 ページ「静脈物流の効率化」、この部分は前回と特段変わってございません。 

続きまして、「熱回収の高効率化」でございますが、ここにつきましても、２行目の終わり「生ご

み等の有機性ごみからバイオマスエネルギーとしてメタンガスを回収利用すること」という部分は

書き加えさせていただいております。 

続いて、埋立処分場からのメタンガスの活用。この部分は前回と同じでございます。 

ア、イときまして、ウに新たに１つの項目として「３Ｒ効果の見える化」というのを設けさせて

いただきました。前回、見える化の施策はいろいろな項目のところに紛れておりまして、この辺は

若干整理が必要ではないかというご意見をいただきました。また、この計画全体がいろいろな施策

を網羅的に並べているだけで、メリハリがないのではないかというご意見もありましたので、１つ
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のキーポイントといたしまして、ウとして「３Ｒ効果の見える化」という表題で見える化について

の施策をここにまとめさせていただきました。内容は、「資源投入量の見える化」、「資源の循環的利

用による温室効果ガス削減効果の見える化」、「廃棄物処理・リサイクルに係る費用の透明化」の３

つの項目を掲げさせていただいております。基本的な内容は前回と変わってございません。 

最後の「廃棄物処理・リサイクルに係る費用の透明化」の２行目ですが、前回、ダンピングも問

題だけれども、資源の高価買取りも問題があるというご意見を上田委員からいただきました。その

後、詳しく内容をお聞きしましたところ、いわゆる行政が行政回収した古紙を問屋等に売り払うと

きに、その問屋が実勢価格を度外視した非常に高い価格で買取るというような実態があって、これ

が全体のリサイクルルートの阻害要因になっているという内容でございましたので、ここに区市町

村の取組の１つとして、「資源の買い取り価格の公表」という形で入れさせていただいたところです。 

次、エが「３Ｒの取組を支える体制づくり」でごす。１つ目が、グリーン購入の普及啓発の促進

です。前回、グリーン購入のところで、特に最近カタカナの言い方が多くて、一般の人にはわかり

づらいものが多いのではないかというご意見がございました。それで、今回、このグリーン購入の

上に＊がついておりますが、わかりづらい用語には印をつけまして、27 ページ以降に用語解説を亓

十音順に載せさせていただいているところでございます。内容は、前回と変わりはございません。 

次が、「環境教育・普及啓発の推進」ということで、この部分も前回と変更はございません。 

13 ページ、 (2)「適正処理の促進」でございます。 

ア「有害廃棄物の適正処理の促進」として、ＰＣＢ廃棄物、あるいは飛散性アスベストの処理に

ついて記載してございます。この内容も前回と変更はございません。 

イが「産業廃棄物の適正処理の促進」ということで、非飛散性アスベスト、廃石膏ボードなどに

ついての処理等について記載させていただいております。内容は前回のとおりでございます。 

ウの「一般廃棄物の適正処理の促進」では、初めに、前回ご指摘がございました「エアゾール缶」

という言葉を追加させていただいております。 

おめくりいただきまして、14 ページ、エ「廃棄物処理施設の適切な管理運営」ということで、都

の埋立処分場、あるいは多摩、島しょ地域の埋立処分場、それから区市町村が設置するリサイクル

施設についての適切な管理運営について掲げさせていただいております。内容は前回とほとんど同

じでございます。 

(3)が柱の３つ目の「静脈ビジネスの発展の促進」でございます。 

アが「優良な処理業者が優位に立てる環境づくり」ということで、排出事業者が優良な処理業者、

リサイクル業者と処理契約を締結し、静脈ビジネスの発展のための環境づくりをしていくというこ

とを書かせていただいているところでございます。15 ページのほうに移りまして、アの最後の段落

のところでは、第三者評価制度につきましては、今後、国の優良性評価制度との適合・検証など、

認定制度の内容について検証を行うという記載をさせていただいております。 

イ、スーパーエコタウン事業につきましては、前回と内容は同じでございます。 

ウ、「共同技術研究の実施」についても、前回と内容は大差ございません。２段落目でございます

が、大学や産業界、研究機関等と連携し、産学公それぞれの強みを相互に活かした共同技術研究を

進めていく。最後の段落になりまして、都が保有・蓄積している技術や知識について海外に向け積

極的に情報発信するなど、国際協力を推進するべきであるというふうに記載をさせていただいてお

ります。 

以上が３の「为要施策」でございます。 

続けておめくりいただきまして、16 ページからの４についてもご説明をさせていただきます。４

が「持続可能な資源利用を目指して」ということで、前回は、２「今後の廃棄物対策の基本的考え

方」というところに書いてありました考えをこちらのほうに持ってきたものでございます。内容的

には、最初に４行ほど前段がございます。読み上げさせていただきますと、「気候変動の危機と資源

の供給制約が高まる中、今後の都の施策は、従来の最終処分量の削減や廃棄物の適正処理を中心と

する廃棄物対策から、天然資源採取量や温室効果ガス排出量の観点も含め、持続可能な資源利用を

目指した総合的施策へと発展させていく必要がある。」という形で述べさせていただいております。

昨年、専門家会議でご提言いただきました３Ｒ施策に掲げさせていただいた考えをほぼ踏襲したも

のでございまして、廃棄物の処分量だけにとどまらず、天然資源採取量、温室効果ガス排出量の観

点からも、総合的に進めていく必要があるということを書かせていただいております。 
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まず (1)に「持続可能な資源利用のための３つの視点」ということでございます。前回、３つの

視点といいながら、何が３つの視点か明確にわからないというご指摘がございましたので、今回は

こういう形で整理をさせていただきました。まず初めの部分でございますが、「私たちの経済活動は

大量の天然資源の利用に支えられている。その天然資源の多くは輸入に依存している。大量の資源

消費に伴い、採掘地では自然破壊などの環境問題が生じるとともに、生産プロセスなどからは温室

効果ガスや多くの廃棄物を発生させている」と。このような現状に対する危機意識がございまして、

それを受けまして、「私たちの社会が持続し続けるためには、循環型社会のもと、『持続可能な資源

利用』を目指していかなければならない」。前回、循環型社会形成という観点からの記述が不足して

いるのではないかというご指摘もございましたので、一応、この章の中心的テーマということでご

ざいます「循環型社会のもと、『持続可能な資源利用』を目指す」ということをここで掲げさせてい

ただいております。そのためには、廃棄物の最終処分量を为たる目標に掲げてきたこれまでから、

今後は天然資源採取量、温室効果ガス排出量、廃棄物最終処分量、３つの削減に統合的に取り組ん

でいく。 

そのためには、以下の３つの視点に基づく必要があるということで、３つの視点といたしまして、

ア「資源に関わる視点」、右のページにいきまして、イ「温室効果ガスの排出に関わる視点」、更に

18 ページにいきまして、ウ「廃棄物最終処分に関わる視点」と、３つの視点について掲げさせてい

ただいております。内容につきましては、ほぼ前回と同じでございますが、今回かなり文章を増や

しましたので、確認の意味でここは読み上げさせていただきます。 

ア「資源に関わる視点」。経済活動に利用される資源は、その多くを天然資源として自然界から採

取している。これらの天然資源の採取に関する問題としては、例えば、金属を自然界から採取する

のに、数十倍から数百倍の不要な岩石を掘り起こさざるを得ず、採取地やその周辺の自然を破壊し

たり、排水が地域の環境を汚染している場合もある。また、天然資源の多くは有限であり、現在の

利用のペースを続けていけば、大部分の資源が 21 世紀中にも不足する。同時に、採取条件が厳し

くなっているため、その採取にかかるコストが著しく高騰していくリスクを伴っている。今後も新

興国の経済成長などにより、資源利用量は更に増加することが見込まれる一方で、資源産出国では

資源の囲い込みの動きが見られるなど、 資源の制約は一層強まることが予測される。しかしながら、

天然資源採取に伴う環境等への負荷や資源制約に関する情報については、消費の段階において十分

に知られていない現状がある。現在コストが安いからといって天然資源を選択するのではなく、天

然資源採取の際の環境に与える負荷や埋蔵量に関する制約を十分に考慮する必要がある。例えば、

関与物質総量などの新たな指標を加えて再生資源と比較をすることが重要である。天然資源を利用

せずに、再生資源を国内で積極的に回収・利用することにより、大幅な採取時の環境負荷の低減や

資源制約の問題の回避に資することができる。また、再生可能な資源であるバイオマスの有効活用

を図ることが必要であるというのがアの「資源に関わる視点」ということでございます。 

２つ目の視点が「温室効果ガスの排出に関わる視点」でございます。この部分もかなり分量を増

やしておりますので読み上げさせていただきます。温室効果ガスの排出は、2006 年には全世界で年

間 273 億トンに達している。近年、その影響による気候変動や海面上昇などの人類の生存を脅かす

問題が顕著になってきている。東京都はこれまでも気候変動対策に取り組み、低炭素都市の実現を

目指して、我が国初めての大規模事業所に対する温室効果ガスの総量削減義務化の導入など、国に

先駆けた政策を精力的に進めてきている。東京に求められるのは、気候変動の危機と資源の供給制

約が深まる時代において、エネルギー消費を大幅に削減し、消費せざるを得ないエネルギーは、で

きるだけ多く再生可能エネルギーによって賄う、低炭素型の社会へと転換していくことである。資

源利用量が増えれば、各種素材の生産や移動等に伴う温室効果ガスの排出量も増加するおそれがあ

り、気候変動の危機がますます深刻化していく。生産・流通過程において、再生資源を利用するか、

天然資源を利用するかで温室効果ガスの排出量も大きく相違してくる。廃棄物処理・資源循環の過

程においても、いかに温室効果ガスを削減していくかが重要な課題となっている。しかしながら、

温室効果ガスの削減については、廃棄物の処理過程から発生する場合には定量的な把握は既になさ

れているものの、廃棄物をリサイクルし、資源循環を行った場合の温室効果ガスの定量的な削減効

果についての検討や情報の共有は十分なされていない。例えば、これまで工場などで石炭燃料を利

用していた場合、これを再生資源である廃プラスチックや古紙などで生成したＲＰＦに替えること

で温室効果ガス削減につながる。このような効果を含め、低炭素社会づくりに、資源循環の側面か
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ら具体的にどれぐらい寄与するかといった情報を明確にすることにより、資源循環の更なる促進が

図られるものと考えるというのが２番目、イの「温室効果ガスの排出に関わる視点」でございます。 

最後のウ「廃棄物最終処分に関わる視点」は、以上２つの新たな視点がありますけれども、国土

の狭い我が国では、所分量の逼迫は未だ解決していない。引き続き最終処分量をいかに削減してい

くかも大きな課題となるということで、最後の段落３行ですが、今後は、いかにゼロエミッション

社会の実現に向けたロードマップを描くか、まだ埋立されている金属や建設廃棄物等のリサイクル

の促進及びこれらの廃棄物のリサイクル技術の開発などの課題があるということで、今の埋立処分

場がなくなった後のゼロエミッション社会の実現に向けたロードマップという観点をここに新たに

書き加えさせていただきました。 

以上が３つの視点ということでございます。 

それで、本文部分の締めになるところでございますが、19 ページの (2)「環境政策全体としての

議論に向けて」ということでまとめさせていただいております。ここも読み上げさせていただきま

す。東京は、人口が集中する巨大消費地であると同時に、世界中から、人・物・情報が集まるネッ

トワークの結節点である。東京で利用される製品等の多くは都外で製造されたものであり、東京で

排出された廃棄物等も多くは国内外の各地に運ばれ、再生資源として利用される。こうしたことか

ら、資源循環に関わる施策等を考えるにあたっては、東京のみならず、全国的・世界的な視野を持

つべきである。今後の施策を検討するにあたり、従来の廃棄物対策の枠を超える資源制約や温室効

果ガスの問題などは、引き続き議論を深めていかなければならない。中長期的なビジョンを持って

取り組むべき課題である。更に検討を深めていく必要がある課題、中長期的に取り組むべき課題に

ついては、環境政策全体の中で議論するなど、引き続き関係者等と議論を重ねていくべきであると

いう形でまとめさせていただいております。 

内容的には、去年、専門家会議でご提言いただいた内容、この審議会の最初のほうでご紹介させ

ていただいた内容を踏まえたものでございます。特に資源制約の問題でありますとか、温室効果ガ

スの問題は、今後５年間程度の処理計画の中だけではおさまり切れない部分もございますので、こ

うした部分については、今後、環境政策全体の中で更に議論をしていく必要があるといっただけで

おしまいにしないで、実際、何らかの形で今後議論を進めさせていただきたいということを最後に

明言させていただくということで本文部分は終わらせていただいております。 

それから、20 ページからが参考資料ということで、各種の統計情報、数値資料が載っております。

全体的には、前回ついていたものと大差はございません。 

新しくついたものといたしましては、24 ページの一番下に「産業廃棄物最終処分量の都内・都外

内訳」という表がございます。産廃につきましては、最終処分量を減らすといっても、都外に出て

いくものが多いのではないか。都内・都外の内訳がわからないかというご指摘が前回ございました

ので、ここに最終処分量の都内・都外の内訳を新たにつけさせていただきました。19、20 年、最近

の実績でいいますと、大体２割程度が都内処理、残りは都外で埋立処分をしているという実態がこ

ちらでおわかりいただけるかと存じます。 

それから、27 ページからが先ほど申し上げました用語解説ということで、特殊な言葉についての

説明を書かせていただいております。 

35 ページ以降が、これは最終的な答申をイメージしたものでございますが、審議経過、諮問の内

容、それから委員の皆様のお名前、実際の審議を開催した日程等を資料として記載させていただい

ているところでございます。 

以上で後半部分の資料のご説明とさせていただきます。 

 

【小泉部会長】 どうもありがとうございました。後半部分の３の「为要施策」、４の「持続可能な

資源利用を目指して」、そして参考資料、用語解説、審議経過等を含めて、後半部分のところまで全

て説明していただきました。それでは、事務局の説明につきまして、ご意見、ご質問がございまし

たらお願いいたします。 

最初にですけれども、15 ページのウの「共同技術研究の実施」、この後に「国際協力の推進」と

いうのがつくんですね。私も事前の打ち合わせで見落としていたのですけれども、でも、国際協力

の推進というのは２行ぐらいしかないので、つけてもつけなくても同じような感じですが、ぜひこ

れはつけていただいて、この国際協力の部分も本当はもう尐し書きたいという思いもあるのですけ
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れども、ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

あともう１点、18 ページに「ＲＰＦ」というのが中断に出てくるのですが、これもやはり用語解

説に入れておいたほうがいいかなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。 

その他いかがでございましょう。どんなところからでも結構だと思いますので、よろしくお願い

します。細田委員、お願いします。 

 

【細田委員】 12 ページの「廃棄物処理・リサイクルにかかる費用の透明化」のところで、「廃棄

物会計基準等を活用し」、これはそれでいいと思うのですけど、やはり一発ここで最近の資産除去債

務の動きを積極的に取り入れて、環境負荷のものは上場企業は全てコストとして算入しなければい

けないわけですから、これは相当な大きさになるわけです。ということは、コストに算入するとい

うことは、例えばＰＣＢでも、廃石膏ボードは微妙でしょうけど、アスベストなどは適正処理の価

格をちゃんとした業者に見積もらせて、それが会計に反映させることになりますから、環境負荷は、

これは資源循環だけじゃないですけれども、なると思うので、そこは一つやはり言葉を入れておい

たほうがいいのではないかと私は思います。どう入れるかは難しいところがあるかもしれませんけ

れども。 

それから、大きいところで、19 ページの最後のところですが、 (2)の「環境政策全体としての議

論に向けて」。１段落、２段落、３段落はいいのですが、４段落の「今後の施策を検討するにあたり」

の一文が読んでいてとてもわかりにくいんですよね。「今後の施策を検討するにあたり、従来の廃棄

物対策の枠を超える資源制約や温室効果ガスの問題などは、引き続き議論を深めていかなければな

らない、中長期的なビジョンを持って取り組むべき課題である」と。用言がたくさん出てきて、よ

く読むとなるほどとわかるのですけれども、味のある文章なんですが、ここはもう尐し推敲したほ

うがいいと思います。 

それから、最後の「さらに」ですけれども、これはそのとおりなんですが、これも私のテイスト

かもしれませんか、もっと強い言葉を入れられないか。これは非常にきれいな言葉でまとまってい

るのですけれども、何かもう尐し、こうするぞ、こうしなければいかんみたいなことが入ってくる

と最後締まるような。霞が関文学ならぬ都庁文学かもしれませんが、もう尐しその辺の強い意志み

たいなものが入ってくると締まるのではないかと思いました。大きなところではとりあえずそうい

うところです。 

 

【小泉部会長】 どうもありがとうございました。いかがでございましょう。よろしいでしょうか。

お答えいただける範囲でよろしくお願いします。 

 

【資源循環推進課長】 ありがとうございます。最初の部分と最後の部分、どちらもそうした方向

でもう尐し文章等を練らさせていただきます。 

 

【小泉部会長】 ありがとうございます。では、辰巳委員、お願いします。 

 

【辰巳委員】 16 ページ以降の文章が基本的に非常によく書けているなと。私が日常的に活動して

おります内容と、そうだというふうに思わせるような書き方になっているなというふうにまず思っ

ております。それに対して、こういう資源利用を目指していかないといけないよという枠があるの

に、前のほうの为要施策のところの、例えば９ページの「ごみを出さない社会の定着」というとこ

ろは、マイボトルやマイ歯ブラシ等の持参とか、すごく次元が違うようなイメージを私は持ってし

まったんです。それで、都民のライフスタイルの見直しというのは非常に重要で、それはさっき言

った後ろの重要な課題がたくさんあるからだというところがもう尐しわかるように。ごみを出さな

いということは、前にも言ったような気がしますが、使い終わってごみを出すのではなくて、買う

ときに、ごみが出ないものをちゃんと考えて買おうとか、そういうふうな社会にしていきたいと。

物を修理して長く使うというのもすごく重要です。さっきの資源制約等の問題からするとすごい意

味があって、だから、そういう非常に重要な意味があるんだということがわかるような、何となく、

ここに書いているだけだと非常に軽く見えてしまうんですね。だから、その裏にある重いことがあ

るからこそ、毎日の活動の中ではこんなことをするんだということがもう尐しわかるように書いて
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いただきたい。せっかく後ろでいいことを書いているのに、前が余りにも軽いような気がしてしま

って。よろしくお願いします。それが１つ。 

 それからもう１つ、16 ページのアの「資源に関わる視点」のところの２段落目に「これらの天然

資源の採取に関する」と書いてあって、「例えば、金属を自然界から採取するのに、数十倍から数百

倍の」と書いているこの数字はバックデータがありますか。エコロジカルリュックサックなどを見

ると、こんなレベルじゃないですよね。だから、もう尐し正確な数値を当たっていただいて、何万

倍となるような気がするのですけれども、きちんと確認していただきたいというふうに思いました。 

とりあえずはそれだけです。また思いついたら申します。 

 

【小泉部会長】 どうもありがとうございました。いかがでしょうか。最初のところはちょっと難

しいかもしれませんけれども、よろしくお願いします。 

 

【資源循環推進課長】 最初の部分はもう尐し工夫をさせていただきます。 

それから、後のほうの数値的なデータについてはもう一度確認をさせていただきます。 

 

【小泉部会長】 どうもありがとうございます。それでは、上田委員、よろしくお願いします。 

 

【上田委員】 この前の審議会でもちょっとお話ししたのですが、正規回収ルートを阻害する古紙

持ち去りの件ですが、今回これは触れないということなんでしょうか。「古紙持ち去り」という言葉

をカットしたままになってしまっているのですが。 

 

【資源循環推進課長】 前回とちょっと場所が変わっているのですが、先ほど申し上げましたよう

に、10 ページの下の「種類別の取組」の、そういう項目出しはしなかったのですが、下の４行部分

が資源の抜き取り、あるいは認証制度について記載させていただいた部分でございます。 

 

【上田委員】 わかりました。私、うっかりしました。 

 

【小泉部会長】 どうもありがとうございました。そのほか。それでは、黒川委員。黒川委員の後、

江尻委員ということでよろしくお願いします。その後、勝浦委員ですね。 

 

【黒川委員】 これまでもずっと計画の報告書についている資料というのは、いつも東京都の数字

と区部の数字と、それから市町村の数字が書いてあるのですが、見ていて、一番最後のところは、

全国のことも世界のことも意識をした課題がありますという議論になっているのですけれども、も

う尐し日本全体の中の廃棄物処理の中に占める東京都の位置みたいなもののデータが、シンプルな

ものでいいと思うのですけれども、あってもいいかなとちょっと気になっていたということが１つ

です。 

それから、さっきから話題になっていますけれども、一般廃棄物の収集ごみ量はわかるけれども、

努力して減っているだろうなと思う家庭内で出さなくなった数値のほうの努力を誰か類推するモデ

ルというか、 試みている人はたくさんいるのですけれども、なかなかうまくいっていないのですが、

これはやったほうがいいのではないかという気がします。産業廃棄物のほうは特にそうだと思いま

すし、それが達成されている度合いがどれぐらいなのかということと、実際に収集している量との

関係というのは、類推しながら見えていたほうがいいかなと。試みだから、正確ではないというこ

とでいいと思うのですけれども、なかなか出てこないので、どれぐらい進んでいるのかがわからな

いのですが、余裕のあるときにそういうことを試みていただけませんかということです。 

 

【小泉部会長】 よろしいでしょうか。どうぞお願いします。 

 

【資源循環推進課長】 前段の日本全体の中の都の位置を示すようなデータというのは、何かしら

探して、なるべく入れられるようにさせていただきたいと思います。 
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【黒川委員】 特に九都県市といいますか、このエリアの中で、東京の場合は外から毎日日常的に

入ってくる人が 310 万人ぐらいいるんですよね。その構造と、ほかの自治体とはちょっと違う構造

なので、23 区の場合はそういうことがわかるといいなとか、それから昼間の 23 区内の経済活動量

というのは、夜間人口に匹敵する人数の人プラス 300 万人なので、そのウエイトでこれだけのごみ

が出ているという認識がうまくわかったらいいなと思うので、もう尐し広域のデータもあったらと

いう感じがしていますけれども。 

 

【資源循環推進課長】 ありがとうございます。何かしら工夫をさせていただきます。 

それから、後のほうでご意見いただいた排出抑制の類推みたいなものは、すぐ今回の計画には無

理かもしれませんけれども、今後の課題として研究させていただきます。 

 

【小泉部会長】 それでは、今後よろしくお願いしたいと思います。それでは、お待たせしました。

江尻委員、よろしくお願いします。 

 

【江尻委員】 まず９ページですけれども、一番最初に読みましたときに、 (1)３Ｒ、ア「発生抑

制・リユースの促進」、ここまではなるほどと思って読んだのですが、その次にすぐ「家庭ごみの有

料化」というのがポンと出てくるのですが、これは意図的に一番最初に持ってきたのかなと。都と

しては、これをまず進めなくてはいけないという考えのもとでここに持ってきたのかなというふう

に思いました。 もしそうでないとすれば、「ごみを出さない社会の定着」のほうを先にしたほうが

読む場合にいいかなと思いまして、逆に、施策として、とにかくまだ、特に 23 区はこれから有料

化に向けていくのでしょうけれども、そこをもっと強烈にということであるとすれば、それはそれ

で納得するのですが、どうしてかなというのがまず今回改めて思ったことです。 

それから、「ごみを出さない社会の定着」の部分ですけれども、ここのところを９ページから 10

ページに向かって読んでいくと、突然「個人」という言葉が 10 ページの２行目に出てくるんです。

「都民」の内訳は何なんだろうかということが、まずこの段階で私の中で非常に混乱してきました。 

例えば観光客が多く入るような区であるとか市であるとかの場合には、外部から地域の中に入って

くる人も含めて、市民といったり、区民といったりというような位置づけの中で考えることという

のはよくあるのですけれども、この場合の「都民」というのは東京都の住民ということで考えれば

いいのか、それとも、今、周囲から入ってくるというようなお話がありましたけれども、昼間人口

ということもありますが、昼間にいる人たちも含めて考えるのか。それから、観光客のように本当

に一時的な滞在をするだけで出て行く人も含めて考えるのだろうかというところがよくわからなく

なってきたというのがあります。もし観光客のように一時的に滞在する人も含むというのであれば、

ここのマイ歯ブラシはいいのですけれども、そうでないとすると、都民はみんなお家で歯を磨いた

りとか、都内のホテルに泊まることはほとんどないんじゃないかと思うので、ここは別の事例のほ

うがいいかなと。この３行あたりでまず混乱してしまっているというような状況がありますので、

ここら辺のところをご説明いただくか、もしくは文章をちょっと整理していただくといいと思いま

す。もちろん、マイ歯ブラシも反対ではありません。 

それから、12 ページのエの「３Ｒの取組を支える体制づくり」のところですけれども、これはと

ても大事なことだなと思いながら読んだのですけれども、２番目の「環境教育・普及啓発の促進」

のところに、学校もどこかに入れてもらえるといいかと思いました。学校における環境教育という

のは今、結構混乱しているみたいな状況が、特に小・中学校の先生と話しますとありますので、学

校に対しての情報提供なり何なりがもう尐しできるといいと思いましたのと、それから、やはり子

どもたちや大人も含めてですけれども、現場を見るということは非常に大事なことなので、普及啓

発の推進の中に、例えば清掃工場の見学であるとか、リサイクルプラザに足を運ぶような仕組みを

もう尐し具体的な言葉として何か入れていただけないかなと思いました。 

あと、ここに入れていいかどうかわからないのですけれども、地域の中で今、いわゆるコミュニ

ティがぐじゃぐじゃになっているという状況がある中で、コミュニティが崩れると何がごみ問題で

問題なのかというと、知らない同士、顔がわからない同士なので、どんなにたくさんごみを出して

も平気という感覚になってしまうというのがあるものですから、コミュニティを育てるというのは

ずっと私が言ってきていることですけれども、その１つのキーワードとして、集団回収が大切では
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ないかということで見直しが出てきています。業界の皆さんも集団回収についてはいろいろな考え

方もあろうと思いますけれども、特に多摩地域の行政の話を聞いてみますと、コスト的に集団回収

のほうが安価であるというところで、そちらのほうに向かって方向性をだいぶ変えていこうとして

いる話が出てきたりしています。そんなことでこの「３Ｒの取組を支える体制づくり」があるのか

なと思ったのですけれども、尐しそのあたりのことも入れていただければと思います。 

長くなりましたので、とりあえずそんなところです。 

 

【小泉部会長】 どうもありがとうございました。いかがでございましょうか。 

 

【資源循環推進課長】 最初の９ページのアの施策の順番の問題ですけれども、「家庭ごみの有料化」

は１つの個別の施策で、「ごみを出さない社会の定着」というのは、そういうムーブメントというか、

多尐抽象的なところがあるのかなと思ってこういう順番になっているのですけれども、特に強い意

図があってこうしたわけではございませんので、ただいまの意見も参考にさせていただいて、もう

一回考えさせていただきます。 

それから、「都民」が何を含むのかという話でございまして、通常ですと、特に廃棄物ですと事業

系ごみも都内の場合は多いので、大体、昼間都民の方も含めて、働いたり学んだりしている方も含

めて「都民」という言い方をしていると思います。ただ、観光客のように一時的にいらっしゃる方

を合わせて「都民」と言うかというのはよく整理できていない部分がございますので、この辺はも

う尐し整理させていただきます。 

それから、先ほどのマイ歯ブラシの話で申し上げますと、現在この 10 月、九都県市の廃棄物の

キャンペーンの一環でマイ歯ブラシ持参という施策を現在やっておりまして、これは確かにおっし

ゃるとおり、都民の人だけを対象にしたのでは、都内で歯ブラシを持ってどこに泊まるということ

は滅多にございませんので、地方から東京へ出張に来られる方を対象にして、出張に来るとき、自

分で歯ブラシ等を持ってきてもらうと、例えば契約したあるホテルに泊まるとコーヒーを一杯サー

ビスしますとか、そういうのをホテル業界の人たちに協力していただいて、キャンペーン等を現在

やっているということもございます。そのときには、観光客のような形で都内に来る人も一応施策

の対象にはしているということでございます。用語についてはもう尐し整理させていだきます。 

それから、12 ページの「環境教育・普及啓発の推進」のところで、学校についても施策としてと

っているというご意見をいただきました。確かに、現在、小学校の社会科見学等で、私どもの埋立

処分場もそうですし、清掃工場、リサイクルセンター等に行っていらっしゃる学校も多いと思いま

す。そういうのは広い意味で環境教育・普及啓発の大きな側面になるかと思いますので、その辺は

何らかの形で言及できたらと思います。集団回収を通したコミュニティの育成というような話は、

どういう形で入れたらいいかすぐには思いつかないですが、もう尐し検討をさせていただきます。 

 

【小泉部会長】 どうもありがとうございました。よろしいでしょうか。では、そういうことでよ

ろしくお願いいたします。大変お待たせいたしました。勝浦委員、よろしくお願いします。 

 

【勝浦委員】 幾つか気がついたことがあるので。まず９ページですけれども、今のごみの発生を

抑制するためにというところですが、確かにマイボトル、マイ箸もいいのですけれども、これは実

際的な効果はそれほど大きくないので、これは前から私は思っているのですが、生ごみの水分を減

らす運動みたいなことをもっと積極的にやるというのは、例えば、さっきの四百何万トンのごみが

あるわけですから、例えば水を 10％減らすことができれば何十万トンオーダーでごみが減ることに

なるので、そういうことをやるほうがずっといいのかなと思って、今すぐにということではないの

ですが、もう尐しこういうことを考えたほうがいいんじゃないかと思っています。 

それから、11 ページ目の「熱回収の高効率化」で、これもまさしくやるべきだと思うのですが、

下に建て替えの際には云々とありますけれども、前回も私ちょっと言いましたが、今既にある清掃

工場の一番効率のいいところにうまくシフトするとか、全体最適を図るみたいなことがもっと早く

できるので、ぜひそこも助言なり指導をやっていただきたいと思うので、何か書いていただけない

かなというふうに思います。 

それから、12 ページの「廃棄物処理」という言葉ですが、これは収集のコトスももちろん含んで
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いるという判断でよろしいんですねという、これは確認です。 

あと、14 ページで、私も多摩地区に住んでいるのでちょっと気になるのですが、エの部分、「都

の埋立処分場に」と書いてあって、その２つ下段目に「都の処分場のみならず、多摩・島しょの埋

立処分場とも連携し」とあるのですが、何となく多摩地区は東京都ではないみたいな気もするので

すが、これは都の処分場というのは中央の部分だけしか指さないのでしょうか。多摩地区に住んで

いる者としてはちょっと嫌な感じがします。 

それから、最後１つ、16 ページに「天然資源の多くは有限であり」と書いてありますが、天然資

源は全て有限だと思うので「多く」は要らないと思います。 

それから、最後、17 ページの「温室効果ガスの排出に関わる視点」ということですが、ここは減

らすことだけを余りにも書き過ぎているのですが、例えば東京都の低炭素社会を目指すということ

は非常にいいことですし、東京都は世界に類まれな人口密集地区なので、例えばＧＤＰ当たりのＣ

Ｏ2 排出量などは今でも尐ないと思うのですが、そういうところをもっと強調して、更に効率をよ

くするとか、そういう視点を、ここは廃棄物の話なので書きにくいのかもしれませんが、総量を削

減しますみたいなことをやってしまうと、では東京都から事務所がどんどん減って、経済活動が下

がることを目指すのですかということになるので、やはりもっと経済活動を活性化する、しかも東

京都にいれば非常にＣＯ2 の単位当たりの排出量は尐ないのでもっと事務所が集まるとか、人が集

まるということを目指すというような雰囲気で、もう尐し効率を向上するとか、そういう視点の書

き方があってもいいのかなと。これは余りにも減らすことしか書いていないのではないかという感

じがいたしました。 

以上です。 

 

【小泉部会長】 ありがとうございました。ご指摘いただきました点、いかがでございましょう。 

 

【資源循環推進課長】 何点かご指摘いただきました。初めの９ページの「ごみを出さない社会定

着」では、リユースのところで、いわゆる生ごみの水切り運動みたいなご指摘だったかと思います。

これも確かに有用な施策かと思いますので、盛り込む方向で検討させていただきたいと思います。 

それから、11 ページの「熱回収の高効率化」のところで、現在ある清掃工場をいろいろと最適化

したほうがいいのではないかというお話でございまして、これは前回もご説明させていただいたと

思います。現在、23 区の清掃工場ではそれなりの融通をしているところでございます。また、多摩

地区のほうは幾つかの清掃工場がありまして、これは自治体の枠を超えてごみを動かすというのは、

効率だけで考えると全くそれがいいのですけれども、なかなか難しい問題がありまして、広い意味

での技術的な助言・指導というところに含めさせていただくということで、それをイメージした形

ではちょっと書きづらいのかなと考えております。 

それから、12 ページの「廃棄物処理・リサイクルに係る費用の透明化」、この処理は当然、収集・

運搬も含んだ経費でございます。 

それから、14 ページ、エの「廃棄物処理施設の適切な管理運営」。この「都の埋立処分場」とい

う言い方は具体的には中央防波堤及び新海面処分場を指すのですが、東京都が直接管理運営をして

いるという意味で書かせていただきましたので、正確には「都が運営する埋立処分場」というよう

な言い方が正しいかと思います。ちょっと表現は訂正させていただきます。 

それから、17 ページ、温室効果ガスのところでございまして、これは温室効果ガスの削減という

施策そのものに踏み込む話になりますので、ここではなかなか申し上げづらいところもあるのです

が、総量削減も事業者の方にどんどん都外へ出て行ってもらって減らせばいいということではなく

て、省エネを機会に、新たな技術開発等を進めて、経済的にもどんどん進めていきたいというよう

な施策でございますので、決して減らせばいいということではないということで、ここはご理解を

いただければと思います。 

以上でございます。 

 

【小泉部会長】 よろしいでしょうか。どうもありがとうございました。そのほかいかがでござい

ましょうか。松野委員、どうぞ。 
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【松野委員】 私は茨城県に住んでおりますので、都内のホテルをたまに利用させていただくこと

もあるので、今後、マイ歯ブラシを持参するように心がけようと思った次第であります。私の周り

のところで、40 代、50 代でも特に最近は残業がきつくて、家に帰れないでホテルに泊まられる方

が多いので、そういった方がマイ歯ブラシを持参するという意味でも１行ぐらいあってもいいのか

なと個人的には思った次第であります。コメントです。 

資源に関してコメントですが、今回、資源は二本立てで、１つは今後、資源の囲い込みなどによ

って使えなくなるという恐怖があるので、なるべくこういった製品のところに資源量を明示して、

それを人工物鉱山として利用するというのが１つの柱。もう１つは、資源が背負ってくるリックサ

ック（ＴＭＲ）というのを表示して、天然資源と人口で比較しろと、その２点でずっときています

ので、そういった意味では、16 ページ、17 ページ、４「持続可能な資源利用を目指して」のアの

「資源に関わる視点」。この 17 ページの 10 行目ぐらいのところにＴＭＲに関する記載はあるので

すが、製品に投入している資源の情報を公開というその１行が抜けているので、１行加えていただ

きたいと思いました。 

あと、本当に小さなコメントですが、13 ページです。私、本郷のガラパゴスに住んでいるので日

本語が非常に弱いというところもあるのですが、ここに「産廃Ｇメン」という言葉がありますが、

「Ｇメン」という言葉は、35 年前の丹波哲郎の「Ｇメン 75」のあの「Ｇメン」で、これは今でも

現代用語として使っているのか。今の 10 代、20 代、30 代は「Ｇメン」という言葉はわかるものな

のか。済みません、これは皆様にご質問でございます。使っているのでしたら、別にそのままで全

く結構でございます。 

 

【小泉部会長】 どうもありがとうございました。いかがでございましょう。 

 

【資源循環推進課長】 前段の資源についての記載の追加については、その方向で調整させていた

だきます。「産廃Ｇメン」につきましては、担当課長からご説明を。 

 

【不法投棄対策担当課長】 Ｇメンのお話ですけれども、正式名称で「Ｇメン」というわけではな

くて、通称で、不法投棄対策をやっている組織のメンバーを「Ｇメン」と呼んでおりまして、あと、  

他県の中で言うと、自動車のディーゼル車規制などで自動車Ｇメンとか、そういう呼び方をしてい

ますので、それで通称、響きが似ております。 

 

【松野委員】 これは現代用語ですか。 

 

【細田委員】 広辞苑にはありますね。 

 

【高橋（辰）委員】 今の関連で、建設業の中では非飛散性アスベストが、13 ページのイの今のと

ころでございますけれども、ここの場面で「不法投棄」という言葉と「不適正処理」という２つの

言い方をしているんですね。どちらかといいますと、非飛散性アスベスト、廃石膏ボードについて

は、分別をきちんとしましょうとか、不適正処理にならないようにしましょうと。最終的には不法

投棄という形になるのでしょうけれども、前段の部分は、どちらかといいますと、ここの文章を「非

飛散性アスベスト、廃石膏ボード等については、分別の徹底や不適正処理について」と言ったらい

かがでしょう。 

それで、今の産廃Ｇメンですけれども、産廃Ｇメンは、どちらかというと２段目の不法投棄のと

ころに関連が強いので、「不法投棄の撲滅に向けて産廃Ｇメンの活用、あるいは不法投棄させないた

めの仕組みづくりを強化する」と。こちらのほうではないかと思うのですが、どうでしょうか。 

それと、産廃Ｇメンは、後ろに用語解説がないかなと思って、これは＊がついていないので。こ

れはありましたね。用語解説にございますので、＊をつけておいていただければと思います。 

以上です。 

 

【小泉部会長】 どうもありがとうございました。今の点、いかがでございましょう。 
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【不法投棄対策担当課長】 今の産廃Ｇメン、不適正処理につきまして、確かにイのところの３行

は、飛散性アスベスト、有害系のものについて適正処理を行っていくということが書いてあるので

すけれども、今、産廃Ｇメンは、確かにおっしゃるとおり、不法投棄を撲滅するということでやっ

ているので、その事務の中でも有害性の廃棄物についての適正処理のほうの施策も強化していこう

ということで書いてございますので、文言について、今ご指摘ありました分別の徹底とか、不適正

処理についてという文言については今後検討をしていきたいと思います。 

 

【小泉部会長】 よろしくお願いします。よろしいでしょうか。それでは杉山委員、お願いします。 

 

【杉山委員】 文言の修正とか追加ではなく、実質的に今どういうイメージで考えていらっしゃる

のかということを教えていただければと思いましてご質問いたします。９ページの「家庭ごみの有

料化」のところにも最初に出てくるのですが、情報交換の場の設定という話が出てきますし、その

後、随所に情報交換の場という言葉、これは大変重要なことだと思いますので、私もぜひ進めてい

ただきたいと思っています。それで、先ほども話題に出ています九都県市ですとか、もう既にいろ

いろな会議体とか、そういう場をお持ちだと思うのですが、23 区と多摩地域は、同じ都下とはいい

ながらも、やはり今までの処理の仕方とか、いろいろな経緯が違って、置かれている状況がだいぶ

違うというふうに、多くの委員の方々もそう思っていらっしゃると思うのですが、私もそのように

認識しております。23 区の横のつながり、多摩地域の市町村のつながりというのをそれぞれお持ち

だと思うのですが、なかなか市区町村を一堂に、同じ土俵でいろいろなことを情報交換したり議論

したりする場というのは、私の勉強不足かもしれないのですが、今まで余り聞いたことがないので

すが、何かそういうものを、もう既にあるのかもしれませんが、今後お考えなのかどうなのか。や

はり市区町村全体で東京都をどうしていくのかということ、もちろん都も含めて、都と都下の市区

町村、皆さんでいろいろ検討していただくことも今後ますます必要になってくるのではないかと思

っていますので、そのあたりの情報交換の場はどういうふうに具体化されるのかというところをぜ

ひ、今現段階で結構ですので、お聞かせいただければと思っています。よろしくお願いします。 

 

【小泉部会長】 では、よろしくお願いします。 

 

【資源循環推進課長】 ご指摘いただいたとおり、いろいろな会議体がありますが、大体は 23 区

での課長会とか区長会とか、多摩地区での勉強会とか、そういうふうに分かれているのが実態です。

ただ、それだけでは確かに解決し切れない問題が最近多くなってきておりまして、区と多摩地域と

合同で考えていこうという気運も最近出てきております。私どもは積極的に両者を同じ場に呼んで

話し合いを進めていくというのをなるべく増やしていこうと思っているところでございます。 

 

【小泉部会長】 どうもありがとうございました。では、辰巳委員、よろしくお願いします。 

 

【辰巳委員】 何度も申しわけございません。10 ページの一番下の「種類別の取組」のところの１

行目の「リサイクルの促進にあたっては、ペットボトルを再びペットボトルに戻すリサイクル」と、

これを１つの例として挙げておられるのが目立って気になるのですけれども、ペットボトルのペッ

ト・トゥ・ペットのリサイクルというのは余り進んでいないし、もしもする場合は、層を３層にし

たりして、結構厚めのペットボトルになるのではなかろうかと。今、社会の流れとしては、薄く薄

くつくろうということで、ペット・トゥ・ペットというのが今後都としてもっと促進していくべき

だと思っていらっしゃるのかどうか。むしろ勝浦さんに伺ったほうがいいのかもしれませんが、事

例として、１つだけ生活者に近いところで挙がっているのでちょっと気になりました。 

 

【小泉部会長】 勝浦委員、何かありましたらお願いします。 

 

【勝浦委員】 私もここは気になったのですけれども、確かに現時点でペットボトルをもう一度ペ

ットボトルにというのは、いわゆるケミカルリサイクルで一度ペットを元の原料のモノマーにまで

戻してという方法しか今、日本では認められていない。しかも、現在の廃ペットボトルが有償にな
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った時点で、これは経済的になかなかうまく回らないということで、これをあえて促進するのです

かと言われると、ちょっとどうかなと。ただ、もう１つ、ペットボトルを固相重合という方法で、

要するにモノマーまで戻さずにペットボトルにする技術があって、これはまだ国は認可していない

ので、その認可を積極的に後押しするという意味であれば、 それは１つ意味があるのですが、確か

にそれを東京都でやるのもちょっと考えにくいので、ここはもう尐し、例えばペットボトルを再び

ペットの素材として使うぐらいのことのほうが実態的になるのではないかと私も思いました。何を

意図してペット・トゥ・ペットを書いたのか、意図を聞かせていただきたいと思います。 

 

【小泉部会長】 恐らくマテリアルリサイクルの優等生ということで書かれているのだと思います

が、事務局でもし何かあればお願いします。 

 

【事務局】 前回、安五先生のご指摘があって、それで明記をしようということで入れた文言です

が、今、勝浦委員のお話にあったような、再縮合重合のことが安五先生のご念頭にあったのかなと

いうふうには理解いたしたのですが、では都は具体的にどうするのか。これからの国の検討を待ち、

今後の動きだというご指摘だったと思いますので、表現の仕方をもう尐し工夫をしていく必要があ

るかなと思っております。 

 

【小泉部会長】 よろしくお願いします。ほかにいかがございましょう。江尻委員、お願いします。 

 

【江尻委員】 バイオマスの活用のことですが、例えば 11 ページの「熱回収の高効率化」という

ところに「生ごみ等の有機性ごみからバイオマスエネルギーとしてメタンガスを」というくだりが

あります。先ほど勝浦委員からも水切りの話などがありましたが、今、市町村で取り組んでいる生

ごみは、未だに堆肥化を進めましょうということで、農地との関係で、農業との関連性をつくりな

がら、地域の中で地域の住民が関わりを持っていきましょうというような施策を進めている実態が

あります。それで、ここを見ますと、「堆肥化」という言葉がどこにも出てきていないんです。区の

ほうはちょっとわからないのですが、多摩地域の行政の担当の職員が読んだときに、東京都は生ご

みは熱回収、いわゆるメタンガスを回収するということしか考えていないのだから、もう皆さんが

やっている農地に戻しましょうとか、堆肥化をしましょうという考え方は古いんですよというとこ

ろで終わりになってしまう可能性があるかなというふうにちょっと気になりました。それで、どこ

か１ヶ所、どこに入れればいいのか、パッと浮かばないのですが、生ごみのリサイクルといいます

か、ごみを減らすという１つの施策としてそういった堆肥化をしていくというような方法も都とし

ては別に認めていないわけではないよというところを何か示していただくようなことがあるといい

なというふうに、多摩地域の住民としては思いました。 

それから、これは今回は関係ないのかもしれないのですけれども、災害廃棄物に関してはどうい

うふうな位置づけになっているのか。私、これを見ながら、ちょうど地震があったりしたものです

から、なおさらなんですけれども、災害廃棄物に関しては、それぞれの市区町村がいざとなったと

きに動くというのがあるのだと思いますが、これは大混乱すると思いますので、そのあたりについ

ては何か既に計画があって動いているのでしょうか。それは今回の計画とは別扱いなのかもしれま

せんが、併せてお伺いいたします。 

 

【小泉部会長】 それでは、２点、よろしくお願いいたします。 

 

【資源循環推進課長】 最初の生ごみの堆肥化等の取組については、確かに現在そういう部分を記

載しているものがございませんので、どこにどういう形で載せるかすぐには思いつかないのですが、

何らかの形で「堆肥化」というような単語を盛り込めるように工夫させていただきます。 

それから、後段の震災等の瓦礫等の処理という話であろうかと思いますが、いわゆる震災等の対

策ということで、ごみだけにとどまらないで、全体的な危機管理、震災対策として別途さまざま計

画しているところでして、通常の廃棄物処理計画に盛り込むということとはちょっと性格が違うの

かなと考えております。 
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【江尻委員】 そうすると、それはもうできているわけですね。 

 

【資源循環推進課長】 東京都ではもう既に地域防災計画というような形でございまして、後ほど

何らかの形で情報をご提供させていただきたいと思います。 

 

【江尻委員】 お願いします。 

 

【小泉部会長】 よろしくお願いします。ほかにいかがでしょう。細田委員、お願いします。 

 

【細田委員】 ２つあって、１つはどうでもいいというか、最近、私、出版社で書きますと、私は

漢字派で漢字を多用するのですが、全部平仮名にされてしまうんです。「既に」とか「例えば」は全

部平仮名にされてしまいます。それがいいかどうか私はわかりません。都の文章は格調高く漢字で

いくから「既に」はひらがな、「例えば」もひらがな、そういうのであれば私いいと思いますが、そ

れは全体の流れの中でどうしたら読みやすいかどうかをお考えいただくと。私は漢字賛成ですが。 

それから、今の江尻委員のご意見に私は反対するわけでも何でもないのですが、堆肥化というの

は、先ほどまさにおっしゃったように、後背地に農業地があって、輸送コストがあって、成分調整

ができて、それを本当にプロの農家が受け入れてうまくやっているのがちゃんとありますよね。そ

れはそれでいいのですが、私はそれは非常にニッチだと思っています。私の教え子で今、有機農業

をやっている男が茨城で専業農家なんですけど、私は都市の堆肥は一切受け入れません、それはプ

ロが扱うものではありませんと彼は言っています。それが全てではないと思います。受け入れる人

もいる。だから、私は書いてはいけないと言っているのではなくて、そういうこともある。多様性

ですから、多様性を活かしながら、東京都が堆肥化を進めてようとしていると思われているとこれ

もまた困るので、江尻委員の思いとか、多摩地域でやっている取組を阻害しないように、ディスカ

レッジしないように、ニッチとして書いていくということはあるんじゃないか。それは、たぶん難

しい書きぶりになると思いますけれども、よろしくお願いします。意見でございます。 

 

【小泉部会長】 どうもありがとうございました。では、その辺は事務局のほうで尐しご検討いた

だくということで、よろしくお願いいたします。そのほか。では、勝浦委員、お願いします。 

 

【勝浦委員】 １つは単なる形式上の問題です。＊がついて後ろに用語集があるのでいいのですが、

これは最初の１回しか＊がついていないようなんです。この文章を必ずしも皆さんが最初から最後

まで目を通すものではないので、例えば「関与物質総量」なんて、これは＊がないなと思ったら、

前についていたということもあるので、これは全部つけるのはくどくなりますが、尐なくとも章ご

とに１回はつけるとか何かしないと、せっかくの用語集が活用できないのかなと思います。 

それと、今の逆に生ごみのメタンガスのところですが、これは本当に成り立つのかどうか。「検討

すべきである」と書いていいのかどうか。例えば、都市部でこういうことをやろうとするとものす

ごく広大な場所が要るとか、本当に経済的に成り立つのかなと。検討というのは、そういうことを

検討するんだということなのかもしれませんが、ここにこれだけ書いてしまうと、ちょっと大丈夫

かなという感じがいたします。 

 

【小泉部会長】 どうもありがとうございます。今の点につきまして、いかがでしょうか。 

 

【資源循環推進課長】 前段の＊のつけ方はおっしゃるとおりだと思いますので、工夫いたします。 

生ごみのメタンガス回収は、スーパーエコタウン等で実績等もございますし、また実際研究して

いる市町村等もございますので、今後検討していく方向ということで書かせていただければと思い

ます。 

 

【小泉部会長】 そのほかいかがでございましょう。辰巳委員、お願いします。 

 

【辰巳委員】 10 ページの都市鉱山のところの２段目ですけれども、「国のモデル事業における経
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験を活かし」の後ですが、今、江東などで小型家電の回収のようなことをやっている、あれは国で

すか、都ではないのでしょうか。 

 

【資源循環推進課長】 国の補助金が出ていまして、それを都はコーディネートしまして、江東区

と八王子市でやっている、そういう性格でございます。 

 

【辰巳委員】 わかりました。 

 

【小泉部会長】 そのほかいかがでございましょう。よろしいでしょうか。 

今日は熱心なご議論ありがとうございました。第６回ということで、「中間のまとめ」を審議会全

体の会議に対して出していくというところでございますが、本日の審議でいろいろ委員の皆様から

ご意見をいただきました。これにつきましては、事務局のほうで修正を加えていただきたいと思っ

ております。結果につきましては、私のほうで確認するということでご一任いただいてよろしいで

しょうか。 

 

（「はい」の声あり） 

 

【小泉部会長】 ありがとうございます。それでは、私のほうで本日のご意見が踏まえられている

のかどうか確認した上で、今度の総会に計画部会の案として「中間のまとめ（案）」を報告したいと

思います。 

事務局から連絡事項がありましたらお願いいたします。 

 

【資源循環推進課長】 それでは、次回のご案内でございます。次回は総会になります。日時は 11

月１日、月曜日、午後３時から、この会議室で開催させていただきたいと考えております。正式な

通知は別途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 11 月１日と、１・１・１です。日本で

東京都が一番であってほしいと思うし、アジアでも１位で、世界でも１位を目指していただきたい

と思っております。私も今年はいろいろな都市へ行くチャンスがありまして、東京ほどクリーンな

街はないというイメージが外へ出るたびに思いがいたします。ですから、今回は、中間報告の中で

も、やはり静脈ビジネスの発展の促進という、この辺のところをもう尐し世界に向けて打ち出せれ

ばという思いも個人的にはいたしておりますが、これは５年計画の廃棄物処理計画ですので、ある

程度そういう中でまとめていかなければいけないという思いと、やはり東京から新たな発信をして

いきたいという思いと、両方混在している次第です。また総会に向け、皆様方のお知恵をいただけ

ればと、このように思っております。 

ほかに発言かなければ、第６回計画部会を閉会いたしますが。では、最後に上田委員、どうぞ。 

 

【上田委員】 古紙業界で５年後にアジアを中心とした国際交流をやりたいということで、ヨーロ

ッパでもやっている、それに出席してきたわけですが、その計画をしておりまして、ぜひ都のほう

に協力をお願いできればということでお願いしてございますが、発信ということでございます。 

 

【小泉部会長】 ありがとうございました。では、ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

では、これをもちまして閉会いたします。本日はどうもありがとうございました。 

 

午前 11 時 48 分閉会 


