
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京都廃棄物審議会 

（第12回） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２２年１１月１日（月） 

都庁第二本庁舎31階特別会議室21 

 

 

 

 

 

 

 



 1 

午後３時00分開会 

 

【田中会長】 定刻になりましたので、東京都廃棄物審議会を開会いたします。 

 私は、東京都廃棄物審議会会長の田中です。本日もどうぞよろしくお願いします。 

 今年２月に都知事から諮問をいただきました東京都廃棄物処理計画の改定について、計画部会にお

いて審議を行っていただきました。本日は、部会でまとめていただきました「中間のまとめ（案）」

について報告いただき、委員の皆様の審議を経た上で、本審議会として「中間のまとめ」としてまい

りたいと考えております。 

 審議に先立ちまして、事務局から確認事項をお願いいたします。 

 

【資源循環推進課長】 はじめに、７月の人事異動によりまして、環境局長の交代がありましたので

ご紹介させていただきます。 

 大野環境局長でございます。 

 

【環境局長】 本年７月１日付けで環境局長に就任いたしました大野でございます。 

 本日は、お忙しい中、都庁までお運びいただきまして誠にありがとうございます。 

 今もお話にありましたように、２月に都知事から当審議会に廃棄物処理計画の改定につきまして諮

問させていただきました。その後、３Ｒや適正処理、静脈ビジネスの発展等々、大変熱心なご議論を

いただいていると伺っております。 

 東京は、世界で最も環境負荷の尐ない都市の実践を目指しておりまして、今後とも、廃棄物、リサ

イクルの分野につきましても、本審議会のご議論を踏まえて、さまざまな施策に取り組んでまいりた

いと思っております。 

 活発なご議論のほどをお願い申し上げまして、私からのあいさつとさせていただきます。本日は誠

にありがとうございます。 

 

【資源循環推進課長】 続きまして、本日の出欠状況をご報告させていただきます。 

 本日は、江尻委員、勝浦委員、北村委員、杉山委員、関口委員、辰巳委員、細田委員、安井委員、

山﨑委員がご都合によりご欠席と承っております。なお、出席委員数は定足数を満たしていることを

ご報告させていただきます。 

 また、江東区の山﨑委員はご欠席ですが、審議会運営要綱第８に基づきまして、江東区の寺内環境

清掃部長が関係人としてご出席いただいております。よろしくお願いいたします。 

 続きまして、お手元の資料を確認させていただきます。 

 本日、机上に配付させていただいておりますのは、東京都廃棄物審議会第12回の会議次第が１枚。

委員の皆様の名簿、裏面が座席表になっております資料が１枚。資料１、「東京都処理計画の改定に

ついて 中間のまとめ（案）」という冊子が１冊。それから、１枚もので、資料１「今後のスケジュ

ール（案）」。 

 以上でございます。過不足等はございませんか。 

 冒頭、事務局からは以上でございます。 

 

【田中会長】 それでは、これより本日の議事に入りたいと思います。 

 最初の議題は、「東京都廃棄物処理計画の改定 中間のまとめについて」です。本日は、計画部会

から「中間のまとめ（案）」の報告がございます。まず部会からの報告をいただいた上で、委員の皆

様にご意見をいただきたいと思います。 

 部会での審議の経過と「中間のまとめ（案）」について、小泉部会長から報告をお願いします。 

 

【小泉部会長】 部会長の小泉でございます。計画部会での審議経過について、ご報告申し上げます。  

 これまでに合計６回の計画部会を開催しまして、廃棄物処理計画の改定について議論を重ねてまい

りました。まず、本年３月25日に第１回部会を開催し、東京の廃棄物の発生状況やリサイクルの進捗
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状況、これまでの取組の成果などを確認し、今後議論すべき論点などについてご審議いただきました。  

 そして、第２回から第５回までの部会では、個別の課題に対する議論を行いました。３Ｒ推進のた

めの施策を、「天然資源採取量の削減」、「温室効果ガスの削減」、「最終処分量の削減」という３

つの観点からとらえまして、それぞれの論点について、４月19日の第２回部会、５月24日の第３回部

会、合計２回にかけて議論を行いました。 

 また、適正処分に係る論点として、「不法投棄防止等の適正処理」の部分と「最終処分場の適切な

運営」という２つの課題について、５月24日の第３回部会、６月23日の第４回部会の２回にかけて議

論を行いました。 

 さらに、「循環型社会全体を下支えするための基盤づくり」という観点から、「静脈ビジネスの健

全な発展の促進」という論点について、６月23日の第４回部会において議論を行いました。 

 ９月８日の第５回部会においては、各論点についての総合的な検討を行うとともに、新たな廃棄物

処理計画における廃棄物最終処分量、こうしたものの計画目標について議論を重ねました。 

 10月６日の第６回部会では、以上の議論を整理しまして、部会としての「中間まとめ（案）」を取

りまとめたところでございます。 

 本日の「中間まとめ（案）」では、主要施設の体系を現行計画とのつながりや着実な成果を目に見

える形で明らかにするため、現行計画と同様に、「３Ｒ施策の推進」、「適正処理の促進」、「静脈

ビジネスの発展の促進」、こうした３つの柱立てとしております。 

 この「中間のまとめ（案）」の具体的な内容につきましては、事務局から説明をお願いしたいと思

います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

【資源循環推進課長】それでは、「中間のまとめ（案）」に従いまして、ご説明させていただきます。 

 １枚おめくりいただきますと目次がございます。まず全体の構成を簡単にご説明させていただきま

す。１が「現行計画の進ちょく状況」ということで、平成22年度までを計画年度としている現在の廃

棄物処理計画の進捗状況を記載してございます。その次に、平成27年度までの新しい計画の目指すべ

き数値目標を２で掲げてございます。さらに、３におきましては、その目標に向けてどのような施策

を推進していくかということが整理してございます。柱立ては、先ほど部会長のお話にもございまし

たように、「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」という現行の

計画と同様の３本立てという構造にしてございます。そして、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、部会等で議論している間にいろいろご意見をいただきました、中長期的

な問題に関しての今後の討議の仕方について整理した部分が４でございます。その後に、参考資料と

して、グラフ類、用語解説、審議経過等がついているという構成になっております。 

 それでは、内容に入らせていただきます。 

 １ページ、「１ 現行計画の進ちょく状況」からご説明させていただきます。現行の計画では６つ

の目標を立て、その達成状況について検証しているというものがこちらの部分です。 

 計画目標１が「平成22年度の最終処分量を160万トンに削減する。」、これは平成16年度比35％削

減するというものです。これは、平成20年度実績で最終処分量が147万トン、平成16年度比では41％

減ということで超過達成しております。 

 計画目標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。」というも

のです。都では、平成21年度から廃プラスチック類埋立ゼロ協定というものを処理業者の方と結ばせ

ていただいており、現在までに174社と協定を締結しております。これらを受け、都の埋立処分場で

は今年度末で産業廃棄物のプラスチック類の受入れを止めまして、平成23年４月からは受入れ量がゼ

ロになる見込みでございます。また、この間、東京23区では、廃プラスチック類を不燃ごみから可燃

ごみに区分分けしたサーマルリサイクルの進展も進んでおります。 

 下に注釈がありますが、本文中、やや特殊な用語にはアスタリスクを付しまして、その用語につい

ては後ろの「用語解説」の部分で説明しているという構成をとらせていただいております。 

 ２ページになりまして、計画目標３が「建設泥土の再生利用量を５割増加させる。」というもので、

これにつきましては、平成20年度の再生利用量が90万トン、平成16年度対比で約５割増加ということ

で、一応達成しております。 
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 計画目標４が、「有害廃棄物の都内処理体制を確立する。」というものです。まず、飛散性アスベ

スト対策としては、都の埋立処分場において、平成18年２月から受入れを開始しております。また、

ＰＣＢ廃棄物対策としては、平成17年から日本環境安全事業株式会社（ＪＥＳＣＯ）による処理を始

めております。現在の処理実績はこちらに書いてあるとおりですが、計画量の半分程度です。 

 計画目標５は、「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

うもので、これについては、私どもの産廃Ｇメン、あるいは、産廃スクラム２９という取組を実施し

ておりまして、平成20年度における関東地方１都６県の不法投棄の件数は93件、これは平成16年度対

比で約７割減、投棄量は４万トンと約６割減でございます。また、感染性廃棄物の不法投棄防止対策

としては、ＩＣタグを活用した医療系廃棄物の追跡システム事業を開始したところです。 

 計画目標６が、「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。」というものです。まず１点目。スーパーエコタウン事業が、都の埋立地域を舞台に、民間事業

者の方に参入していただきまして、現在までに９施設が稼働しております。さらに１施設が稼働準備

中で、このほかに未利用地が1.5ha残されております。また、産業廃棄物処理業者の第三者評価制度

を平成21年10月から開始しました。平成21年度は、優良事業者として、産廃エキスパート107社、産

廃プロフェッショナル77社を認定し、平成22年度は、新たに76社が申請手続中でございます。 

 以上が、現行計画の主な進捗状況でございます。 

 ４ページからが「２ 計画の目指すべき目標」です。本計画の最終期間である平成27年度までに達

成すべき数値目標としましては、計量可能である指標として、最終処分量の減量目標を掲げさせてい

ただいております。基準年の考え方は、廃掃法に基づく国の基本方針で示されている基準とあわせて、

国等と比較可能な数字にするために、平成19年度を基準年度としております。目標は、平成19年度か

ら30％減を最終処分量において目指すというものでございます。 

 内訳ですが、一般廃棄物は、平成19年度実績62万トンから平成27年度には25万トンへ、60％の減。

産業廃棄物は、同様に116万トンを100万トンに、14％の減。合計で187万トンを125万トン、30％減と

いうのが目標の内訳でございます。右側は、それをグラフで示したものです。 

 ６ページに、参考として、先ほど触れさせていただきました、国の廃棄物処理法に基づく基本方針

――現在、国がパブリックコメントを実施しておりますが、その改正案に示されております目標を参

考に掲げさせていただいております。最終処分量を見ますと、一般廃棄物は平成19年度に対して22％

削減、産業廃棄物は平成19年度に対して12％削減というものが目標で、東京都の先ほどの目標値は、

いずれもこれを上回っている目標であります。 

 ７ページからが、目標値の設定の考え方について述べさせていただいております。まず、一般廃棄

物の排出量は、今後の夜間人口、昼間人口が、平成27年ころまでは若干増えていくことが統計上示さ

れております。放置しておけば、人口増によりごみが２～３％増加するところですが、持続可能な資

源利用のためいろいろな取組により、10％程度は発生抑制が必要であるということで排出量を設定し

ております。 

 再生利用量は、本年８月に策定しました東京都分別収集促進計画により、容器包装リサイクル法に

よる容器包装廃棄物の分別収集の実施区市町村が増えている、各区市の計画によると増加していると

いうことによりまして、平成19年度では10万トン程度の分別収集量の増加を見込んでいるところです。 

 最終処分量は、今申し上げましたような前提を踏まえまして、溶融スラグ化、エコセメント化、工

場による焼却等は現状と同程度に実施するということで、最終処分量を25万トンまで削減することを

目標値にしております。 

 おめくりいただきまして、８ページからが「（２）産業廃棄物」です。産業廃棄物につきましては、

ページの中ほどに業種別の排出量が示されております。業種別に考察しまして、まず、大層を占めま

す上下水道汚泥からの排出量は、東京都においては新たな上下水道の進展はありませんので、今後、

大幅な増減はないということで1,300万程度。また、排出量の３割程度を占める建設業につきまして

は、今後、高度成長期に建設された建築物の更新期を迎えること、また、高速道路の建設に伴う建設

泥土の排出等が見込まれることから、平成19年度と同様の900万トンと見込んでおります。同様に、

業種ごとに検討して積み上げた結果、合計では、平成27年度は平成19年度とほぼ同規模の2,400万ト

ンと予測しております。 
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 次が「イ 再生利用量」です。９ページですが、廃プラスチック類は、廃プラ埋立ゼロ協定により

リサイクルを推進することが考えられること。また、今後、廃棄物についても分別等を事業者の方に

進めていただくという前提で、平成27年度は平成19年度と同程度の760万トンを見込んでおります。 

 「ウ 最終処分量」です。下のほうに、これは平成19年度に埋め立てられた産業廃棄物のごみ種別

の内訳が載っております。このうち真ん中ほどにあります廃プラスチック類につきましては、廃プラ

埋立ゼロということで、これはゼロにすると。それから、下のほうにあります混合廃棄物につきまし

ても、分別等の促進でほぼ半減程度にまで量を減らすという目標を立てまして、合計しまして、平成

27年度の最終処分量は100万トンを目標値としました。 

 10ページは、ただいま申し上げたような数値を一表にまとめた資料でございます。 

 続きまして、右側の11ページからが、今の目標値に向けた主要施策でございます。施策の体系は、

先ほど申し上げました現行計画と同様、「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つの柱立てとしております。 

 まず１つ目の柱が「３Ｒ施策の促進」です。アが「発生抑制・ユースの促進」。３Ｒのうちの最初

の２つ、リデュースとリユースですが、この２Ｒについては、リサイクルの取組と比べて若干取組が

進んでいない部分もありますので、今後は、都民だけではなく製造事業者やサービス提供事業者の

理・協力を得ることが重要であるとしております。 

 具体的な施策としては、マイボトルを持ち歩く、物を修理して長く使う、生ごみの水切りなど、都

民のライフスタイルの見直しを促していく必要があります。また、製造事業者やサービス提供事業者

の皆さんに対しては、製造段階における省資源化・簡素化・軽量化の推進、リターナブルびんの使用、

レジ袋有料化の取組などを促してまいります。都は、都民や事業者が取組可能な行動メニューの提示

や、事業者による先進的な取組の紹介、取組を促進するようなインセンティブの検討などをすること

が重要であると記載させていただいております。 

 ２番目の施策が「家庭ごみの有料化」です。平成21年度末現在、東京都内では、多摩地域の21の市

町において家庭ごみの有料化を導入しております。ページをおめくりいただきまして、有料化につき

ましては、ごみ減量の効果が高いという結果がありますので、都としても、都全体の課題として、既

に有料化を導入している市町村の減量効果あるいはリバウンドの状況、戸別収集などの併用施策の取

組状況などを、まだ実施していない区市町村に提供するなど、情報交換の場の設定をするなどして、

積極的に導入支援をしていく必要があるとしております。 

 イが「リサイクルの促進」です。１つ目の施策が「都市鉱山の開発」です。天然資源採取量及び最

終処分量削減のためには、分別収集を促進し、資源回収を促進していく必要があります。一例として、

家電リサイクル法の対象外であります、現在、不燃ごみとして埋立処分されております携帯電話等に

含まれているレアメタルをリサイクルするために、現在、都は、国のモデル事業に参加しております。

今後は、この経験を生かしまして、人口が集中する東京の特性を生かした効率的な回収方法などにつ

いて、区市町村、事業者と連携し、検討を進めるべきとしております。また、自動車リサイクル法の

対象となっていない電気自動車のモーターやバッテリー、あるいは、下水汚泥やし尿に含まれるリン

の回収など、新たな資源回収の可能性等についても検討を進めるべきとしております。 

 次が「種類別の取組」で、何種類か掲げております。例えば、ペットボトルをペットボトルの素材

として使うリサイクルの方法、あるいは、廃石膏ボードなど、廃棄物の種類に応じた効果的ななる促

進策の検討が必要でございます。また、古紙回収におきまして、区市町村や関係団体等と連携して、

資源持ち去りなどが起こらないように、状況把握、業界独自の認証制度の活用などの対策を強化して

いくべきとさせていただいております。 

 右側に行きまして13ページ、「静脈物流の効率化」です。廃棄物などにおける静脈物流関係は、動

脈物流に比べると効率化が進んでいない状況があります。そのため、静脈物流の効率化、低炭素化を

図るため、関係団体と連携して現状の分析調査を行ってまいります。その調査を踏まえ、環境負荷が

尐ない効率的な静脈物流の構築に向けて取り組んでいくべきとしております。 

 次が「熱回収の高効率化」です。循環型社会形成推進地域計画、これは国の補助金を出すために自

治体が出さなければいけない計画ですが、これであるとか、今回、廃掃法で新たに規定されます熱回

収施設認定制度等を通じて、熱回収の高効率化を引き続き促進してまいります。また、生ごみ等の有
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機性ごみについても、堆肥化や飼料化に加えてバイオマスエネルギーとしてのメタンガスの回収利用

についても検討していくべきとしております。また、清掃工場の建て替えに際しては、複数の自治体

が連携して熱回収効率の向上など、スケールメリットを生かした施設の高度化が図れるよう、技術的

な助言や指導が重要であるとしております。 

 次が「埋立処分場からのメタンガスの活用」です。埋立処分場では、ごみが分解される過程でメタ

ン等のガスが発生しております。現在、中防内側埋立地においては、メタンガスを回収し、発電を行

っているところですが、今後、中防外側処分場においてもメタンガスを回収・発電する事業を計画化

しております。これを確実に行っていくべきとしております。 

 おめくりいただきまして14ページ。ウが、今述べてまいりましたさまざまな３Ｒ施策ですが、今度

は、その３Ｒ効果の見える化ということで１項目設けさせていただいております。３Ｒ効果は、目に

見える形ではなかなかあらわしにくいという問題がありますので、それについてまとめました。 

 まず「資源投入量の見える化」です。これは、例えば、ある製品に使用されているレアメタルは、

どのようなものがどのくらい使われているか表示するとか、あるいは、その製品をつくるために資源

がどのくらい使われているか、あるいは、関与物質総量――これは、鉱物等を掘り出すときに不必要

な土砂等をどのくらい採掘しなければならないかというような、関係する物質の総量を示すという考

えですが、こういう指標について調査し、公表していくことが重要としております。 

 次が「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」です。気候変動回避のためには、

廃棄物部門としても資源の循環的利用により温室効果ガスの排出削減を進めることが重要です。この

削減効果につきましては、今のところ、広く認められた算定ルールがない状況にございます。今後、

関係業界等と連携を図りまして、また、国際的な動向を踏まえながら、温室効果ガス削減の見える化

をするための統一的な算定ルールの確立を目指す必要があるとしております。 

 次に、「廃棄物処理・リサイクルに関する費用の透明化」です。効率的な廃棄物処理・リサイクル

ためには、それにかかる費用、あるいは、資源についてはその買取り価格の公表等が欠かせないとこ

ろでございます。都は、廃棄物会計基準等を活用して費用の透明化に向けて支援に努めていくべきと

しております。また、資産除去債務の観点から、資産除去債務というのは、民間企業が持っている資

産の中で、ＰＣＢやアスベストなど、今後お金をかけて処理しなければならないものがあるときは、

それをあらかじめ貸借対照表等に載せておくべきという会計管理上の考えですが、そうした観点から

も、排出者の適正処理費用の明確化が図られる必要があると記載させていただいております。 

 15ページがエで、「３Ｒの取組を支える体制づくり」です。 

 １つ目が「グリーン購入の普及啓発の促進」です。東京都としても、公共工事や物品調達におきま

しては、積極的にグリーン購入に取り組み、再生品の利用拡大を図るべきと。また、民間におきまし

ても、拡大が図られるよう、普及啓発に努めるべきとしております。 

 次が「環境教育・普及啓発の推進」です。３Ｒ施策推進のためには、都民や事業者の理解・協力を

得る必要があります。そのため、学校における環境教育の一環として、清掃工場等の見学等を一層推

進する必要があります。また、地域コミュニティの発展のためには、集団回収の活用等も重要と考え

られます。今後、関係自治体と連携を図りながら、効果的な普及啓発の方法について検討するととも

に、あらゆる機会をとらえて情報発信していくべきとしております。 

 （２）が２つ目の大きな柱の「適正処理の促進」です。これまでは３Ｒを進める施策でしたが、３

Ｒを進めてもどうしてもリサイクルできないものもあります。そうしたものは適正に処理をする必要

があるということでまとめた柱です。 

 アが「有害廃棄物の適正処理の促進」です。まず、ＰＣＢ廃棄物については、現行の特別措置法に

より処理を促進していくべきとしております。また、微量ＰＣＢ廃棄物については、適正処理のため

の体制整備を進めていく必要があるとしております。また、飛散性アスベストは、都の処分場での受

入れを継続していくべきとしております。 

 おめくりいただきまして、16ページ、「イ 産業廃棄物の適正処理の促進」です。非飛散性アスベ

スト、廃石膏ボードなど、分別や適正処理が必要なものについては、建設リサイクル法所管部局等と

連携し、周知徹底を図ることが重要であります。また、不法投棄の撲滅に向けては、産廃Ｇメンの活

用等により、不法投棄させないための仕組みづくりを強化する必要があります。また、今後は、解体
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現場への立入調査や元請業者への指導を徹底強化するべきとしてございます。 

 ウが「一廃廃棄物の適正処理の促進」です。エアゾール缶、ガスボンベ、ライター等、火災の原因

となるような危険物あるいは注射針等の在宅医療廃棄物、蛍光管・乾電池などの適正処理を促進する

とともに、地デジ化の完全移行に伴って予想される廃テレビの不法投棄防止などのために、区市町村

や関係団体と連携を密にして情報共有を図り、適切な対策を講ずるべきとしております。 

 エが「廃棄物処理施設の適切な管理運営」についてです。はじめに、埋立処分場につきましては、

今後、新たな埋立処分場を確保することが困難である関係上、現在の処分場を長く大切に使っていく

必要があります。そのためには、環境負荷を最小限に抑え、また、維持管理のための負担を最小限に

抑えるための取組が必要でございます。また、現状、埋立処分場で行っているさまざまな取組につい

て、都民や事業者の方に正しく理解していただく必要があります。これは、都だけではなく、多摩あ

るいは島しょの埋立処分場とも連携しまして、埋立処分場からの情報発信に積極的に取り組むべきと

しております。また、区市町が設置しておりますリサイクル施設についても、広域処理により、より

効率的な運営ができるよう、必要な指導助言を行っていくことが重要としております。 

 17ページが３つ目の柱の「（３）静脈ビジネスの発展の促進」です。以上述べてまいりましたリサ

イクルあるいは適正処理を進めていくためには、静脈ビジネスの健全な発展が欠かせません。 

 そのための取組として、まずアが「優良な処理業者が優位に立てる環境づくり」です。廃棄物の適

正処理のためには、排出事業者が優良な処理業者・リサイクル業者と適正な処理契約を締結して処理

を進めていく必要があります。都は、排出事業者に対しては、排出者責任の徹底あるいは必要なコス

トの負担等の意識啓発を図るべき。また、処理業者やリサイクル業者に対しては、事業者の規模や営

業形態、価格帯等、業界構造・実態の把握に努めるとしております。廃棄物処理業者自らが排出事業

者や都民に対して積極的に自社の情報を発進するよう働きかけていくことが重要としております。 

 都は、静脈ビジネス発展のためには、廃棄物処理業者、リサイクル業者が、環境ビジネス基盤を担

う専門家として自立できるよう、報告・公表制度あるいは第三者評価制度等、都の制度を活用して取

組を推進していく必要があるとしております。また、第三者評価制度については、国の優良性評価制

度との適合・検証を進め、認定制度の内容について検証を行うべきとしております。 

 イが「スーパーエコタウン事業の推進」です。臨海部において、民間事業者が主体となるスーパー

エコタウン事業を進めてきております。稼働に向けて準備中の施設について、計画の実現に努めると

ともに、残りの1.5ヘクタールの用地についても経済状況等を見極めながら必要な施設を誘致してい

くべきとしております。また１ページおめくりいただきまして、これら民間事業者による事業の成果

を先進的な取組事例として国内外に向けて積極的に情報発信していくことが重要としております。 

 ウが「共同技術研究の実施」です。静脈ビジネスの発展を促すためには、廃棄物処理技術、リサイ

クル技術の高度化が欠かせません。そのため都は、大学や産業界、研究機関等と連携しまして、産学

公それぞれの強みを生かした共同技術研究等を実施していくべきとしております。また、現在、都が

保有・蓄積している技術や知識については、海外に向けて積極的に情報発信するなど、国際協力を推

進することが重要としております。 

 以上までが「３ 主要施策」で、平成27年度までに実施すべきという観点でまとめた施策です。 

 次の19ページ、「４ 持続可能な資源利用を目指して」は、いわばさらに長いスパンで中長期的な

観点で取り組むべき今後の提言という形でまとめさせていただいたものでございます。 

 まず、前段ですが、気候変動の危機、資源の供給制約が深まる中、従来の最終処分量の削減、廃棄

物適正処理を中心とする対策から、今後は、天然資源採取量や温室効果ガス排出量の観点も含めた持

続可能な資源利用を目指す施策へ発展させていく必要があるとしております。 

 そのために、「（１）持続可能な資源利用のための３つの視点」を掲げております。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おりまして、その生産プロセスからは、温室効果ガスや多

くの廃棄物が発生するなどの問題があります。私たちの社会が持続的に発展していくためには、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りません。そのためには、廃棄物の最

終処分量にとどまらず、天然資源採取量、温室効果ガス排出量、そして、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必要がある。そのためには、以下の３つの視点が必要であるというこ

とでまとめさせていただいております。 
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 １つ目が、「ア 資源にかかわる視点」です。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おります。天然資源は有限であり、大部分の資源が 21世紀中にも不足する

のではないかというようなことも言われている状況にあります。１ページおめくりいただきまして 20

ページに続いておりますが、今後とも資源の制約が一層強まることが予想される中で、例えば、コス

トが安いからといって天然資源を安易に選択するのではなくて、天然資源採取の際に環境に与える負

荷――例えば先ほど申し上げました関与物質総量などを新たな指標として採取資源と比較することが

重要となっております。採取資源を国内で積極的に回収・利用することで、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ということが１つ目の視点でございます。 

 ２つ目が、「イ 温室効果ガスの排出にかかわる視点」です。温室効果ガスの排出は、2006年には

全世界で年間273億トン、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も顕著

になってきております。エネルギー消費を大幅に削減し、できるだけ多く再生可能エネルギーによっ

て賄うことが、低炭素型社会へ転換していくために必要なことでございます。右側のページに移りま

す。しかしながら、廃棄物リサイクルの分野では、温室効果ガス削減についての定量的な削減効果に

ついては、情報の十分な共有がなされていません。このような面を受けまして、低炭素社会づくりに

資源循環の側面から具体的にどれくらい寄与するかという観点で、資源循環をさらに促進していくこ

とが２番目の視点でございます。 

 ３つ目が、「ウ 廃棄物最終処分にかかわる視点」です。これまでの廃棄物施策では、最終処分量

の削減を中心に、「ごみ減量のための３Ｒ」を推進してきました。最終処分量は順調に減っておりま

すが、国土の狭い、我が国では、処分量の逼迫という状況は全く解決していません。最終処分量をい

かに削減していくかが、引き続き大きな課題となっております。今後は、ごみの排出量のないゼロエ

ミッション社会の実現に向けたロードマップをいかに描くかという視点で取り組む必要があります。 

 おめくりいただきまして、22ページが全体のまとめのような形になりますが、「（２）環境政策全

体としての議論に向けて」です。後段ですが、今後、今申し上げましたように、資源制約や地球温暖

化問題がますます顕在化していくことは明らかでございます。廃棄物対策におきましても、ただいま

申し上げましたような３つの視点をもちまして、持続可能な資源利用に向けて中長期的なビジョンを

描いていく必要があります。そのため、都は、廃棄物処理政策にとどまらず、環境政策全体として引

き続き関係者等と議論を重ねていかなければならないということを、最終的な提言の形でまとめさせ

ていただいております。 

 23ページからは、数値的なデータ、グラフ等を何種類か掲げております。 

 31ページからが用語解説ということで、文中にアスタリスクで表示させていただいた用語について

の解説を付しております。 

 39ページからが審議経過等で、諮問の中身、委員の皆様のメンバー表、審議経過ということで資料

として付けさせていただいております。 

 長くなりましたが、以上、資料説明とさせていただきます。 

 

【田中会長】 ありがとうございました。 

 部会の皆さん方、活発な議論のもとに、まとめていただきましてありがとうございました。 

 それでは、時間が許す限り議論していただきたいと思いますし、完成度の高いものにしていただけ

ればと思います。 

 １ページ目から順番に行きたいと思います。そもそもこれは「中間のまとめ」になっていますので、

この後どういう方向に行くのかということで、場合によっては、「まえがき」か何かで、この位置付

け、諮問を受けて、これから廃棄物処理計画をつくると。廃棄物処理計画をつくる上において、今ま

での計画がどのように進んだかということをレビューして、来年度から始まる５年間の計画づくりに

おいて配慮すべきことを２章以降に書いたというようなことと、「中間のまとめ」の後「最終まと

め」がこれから始まって、「最終まとめ」をした上において廃棄物計画に投げる。こういう位置付け

でしょうか。それを、場合によっては「まえがき」に入れておくと、都民に意見をいただくというこ

とで、これがどういう位置付けなのか、そういうものがあったほうがいいような気がします。事務局、

いかがでしょうか。 
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【資源循環推進課長】 おっしゃるとおりだと思いますので、パブコメにかける際には、そういうも

のがわかるような形で若干追加させていただきたいと思います。 

 

【田中会長】 では、１ページ目から、ご質問があればお願いしたいと思います。いかがでしょうか。 

 今年度で終わる５年間の進捗状況をレビューして、６つの目標を掲げたと。計画目標１は、２年前

に前倒しで達成した。計画目標２は、期限は設けていませんが、一応、５カ年計画の目標とすれば、

５カ年の末である来年３月末にはゼロになるはずだというまとめ方ですね。計画目標３は既に達成し

たと。計画目標４は、処理能力が当初計画の半分だったということですので、計画の半分が達成した

と見ることもできますが、計画目標５は、ゼロにするという不法投棄はいまだに続いていて達成でき

ていないことがわかります。計画目標６は、一応、仕組みはできたということも言えると思いますが、

残った面積をさらに必要な施設を整備するということが今後の課題であると、この１章はまとめるこ

とができると思います。 

 そもそもＰＣＢは、処理能力が計画の半分しか発揮できなかったという理由は何ですか。  

 

【産業廃棄物技術担当課長】 私が知っている範囲でお答えしますと、ＰＣＢを処理するときに、電

気機器の容器というか、筐体といいますが、内側を洗浄する必要がありまして、プラントの中にそう

いう機能もあります。その洗浄液が２種類ありまして、それぞれ浄化塔できれいにして順繰りに再利

用します。その浄化する能力が、当初予定していたよりも能力が出なくて、まずそこのところがネッ

クになっていたということを把握しております。ただ、今はもうだいぶ改善されまして、その改善さ

れたことによって処理能力は徐々に伸びてきていると思います。 

 もう一つは、当初は昼間だけの稼働でしたが、洗浄塔の能力が足りなかったこともあって昼間だけ

の稼働しかできなかったのですが、そういう能力が改善したことによって、今は夜間もできるように

なっておりますので、24時間稼働して、能力が徐々にアップしてきております。 

 

【田中会長】 都民にわかるような理由の説明があるといいなと思いました。計画はこうだけど、半

分しかつくらなかったというように聞こえるので。計画は全部つくれるようになっていたけど、技術

的に能力が発揮できなかったということで、それが今は克服されて、計画どおりの能力が発揮できる

ようになる見通しであると言っていいですか。 

 

【産業廃棄物技術担当課長】 私の説明が不足しておりました。当初の、１日当たりに換算して２ト

ンというものは、それでも達成できていません。今後、今の施設では、ＪＥＳＣＯの東京事業所の施

設では、日量２トンは難しいのではないかと思っております。 

 

【田中会長】 設計上の能力はあったけれども、その能力が発揮できないということですか。 

 

【産業廃棄物技術担当課長】 設計上は、計算的にはできると見込んでつくったのでしょうけれども、

実際に出来上がったプラントは、そうではなかったということだと思います。 

 

【田中会長】 その辺、尐し説明があるといいですね。そうでないと、パブリックから見ると、いろ

いろ疑問に思うと思います。 

 ３ページ目まではいかがでしょうか。いいでしょうか。 

 それを受けて、４ページ目から、来年度からの５年間ではどういう目標を組むかということで、最

終処分量の目標を設定しています。ですから、今の５年間は６つの目標を置いていますが、今後の５

年間は最終処分量の目標だけになりますか。それとも、今の５年間の目標もさらに強化するのか。最

終処分だけが30％削減しますということがあって、６ページ以降は参考資料としてそれをずっと説明

しているわけですよね。どうしてこうなるのか。あるいは、国の計画に比べて野心的な計画であると

いうことを説明するための資料が10ページまで続いていますが、あくまでも参考資料ですよね。この
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目標は、最終処分量だけが際立ったように書かれていますが、これはこれだけでいいですか。６つに

比べて１つだと。 

 

【資源循環推進課長】 事務局からご説明させていただきます。 

 この６つの目標のうち既にほぼ達成しているものもありますし、不法投棄など、まだゼロになって

いないということで達成していないものもあります。もちろん、達成していないものは、今後とも取

組を進めていくということで、後段の施策の中にも載っております。 

 今回、数値目標としては、部会の討議の中では、温室効果ガスの問題、資源制約の問題と並んで最

終処分量という３つを重点的にご議論いただきまして、できたらその３つについて計画目標を掲げる

ことができればよかったのですが、現状、計量可能な数値目標として提示できるものということで、

今回は最終処分量に絞って目標として掲げさせていただきました。 

 今までの計画目標につきましても、今回数値目標は出しませんが、引き続き取組は進めていくとい

うことでご理解いただければと存じます。 

 

【田中会長】 いかがでしょうか。 

 

【崎田委員】 既に部会でいろいろ発言させていただいておりますので、結果的にはこの内容でいい

のですが、私自身、先ほど会長がおっしゃったように、「まえがき」のあたりで、廃棄物の処理計画

ではありますが、循環型社会を目指すということをわりと強く明示していただいて、循環型社会形成

推進基本計画と銘打たなくても、その精神は明確に入っていることを多くの人にわかっていただくよ

うな形で入れていただくと、この意欲的な数値がより生きるのではないかという感じがしております。  

 今、６ページに、参考ということで、循環基本計画の数値が載っていて、それを見れば、これより

もかなり意欲的な目標値であることがわかる数字かと思いますが、文言でそういうことをもう尐し強

調していただくなりすると、やはりこれだけ廃棄物の多いまちがそういう方向性を打ち出すことの全

国への波及効果が強いのではないかという感じがしていました。 

 

【田中会長】 今、崎田委員がおっしゃった６ページの表は、日本全体での数字ですよね。 

 

【崎田委員】 そうです。 

 

【田中会長】 これと比べて、前の４ページの東京都の数字が、それよりも思い切った数字になって

いますけれども、それをわかりやすく表にしたほうがいいかなと。全国の数字と東京都の目標とを対

比するような形で。 

 それであれば、一般廃棄物と産業廃棄物のトータルの削減目標は、日本全体では数字はないですか。

東京都はありますよね、一廃と産廃と合計と。合計で削減が30％ということで、目標は30％。日本全

体では、一廃と産廃が別々ではあるけれども、合計があると、そういうような比較がしやすいものが

あると、よりわかりやすいと思います。 

 

【資源循環推進課長】 この基本方針の中では、一廃と産廃それぞれ別々に目標値が設定されており

ます。計算すれば全体も出ますので、比較することは可能かと思います。 

 

【田中会長】 最終処分量を100万トンにするということで、９ページの図に、廃プラスチック9.4万

トンをゼロにする、混合廃棄物22.2万トンを半分にするということで、9.4＋11.1を足せば20.5だか

ら、悠々と達成するということですよね。産廃の処分量は、平成19年、埋立処分している処理量が11

6万トン。９ページの文章を読むと、廃プラはもうなくなる、9.4は０になる、混合廃棄物は半分にな

るというので11.1になって、116－21くらいですから95くらいでしょうか。そのくらいになるけれど

も、安全策で100万トンという数字を出しているという理解でいいですか。 
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【資源循環推進課長】 そのとおりでございます。 

 

【田中会長】 ということで、余裕を持って達成するということがうかがえると思います。 

 10ページ目まではいかがでしょうか。 

 ということで、わかりやすいのが、最終処分場が鍵を握っているので、そこに持っていく量を減ら

すということですけれども、単純な都民感覚で言うと、処分場は本当にどれだけ困っているかという

ことが何かあればいいなという気がします。溶融するとか、セメント化するとか、廃プラスチックも

もう入れないと。そうすると、処分場に入れるものは、一時に比べると相当減っていますので、処分

場がさらに入れないようにしなければならないという必要性のようなものが何かあると説得力がある

けど。ただ、19世紀のように、もっと、もっとというような施策を展開するのはどうかなということ

を自分でも思っていまして、新海面の処分場が、結構大きなものをつくったものがありますから、そ

の辺がもう尐し説得力のある書きっぷりがあるといいなという気がします。 

 11ページ目、「３ 主要施策」です。これからの５カ年の計画においては、主要施策としては、３

Ｒの施策の促進と適正処理ということで、これは両輪ですよね。できるだけ３Ｒを促進して、中間処

理や最終処分する量を減らす。処理・処分する場合には適正に処理して、不法投棄がない、安心でき

る処理を確保するという書きっぷりです。 

 

【崎田委員】 この主要施策の、特に３Ｒ、リデュース、リユースのあたりですが、今回、これをも

とに今後具体的な施策をつくっていただくときに書き込んでいただいたほうがいいのかもしれません

が、私は、この辺が、都という大きな枠で呼びかけていただくときに重要な発信になるのではないか

と思っております。 

 特に、今、東京23区は各区で実際に事業を行うようになってきていますけれども、やはり東京都が、

例えば一般廃棄物に関しても、具体的なことは各区が行うとしても、発生抑制やリユースのところは

事業者や区民、都民みんなが連携して新しい仕組みをつくるとかいろいろなことが関係あるので、私

は、今以上に、発生抑制のところの「ごみを出さない社会の定着」とか「家庭ごみの有料化」とか、

こういうことの発信を東京都が行ってくださることが重要かなと思っております。 

 この「ごみを出さない社会の定着」のところに書いてあるいろいろな細かいことは、今、９都県市

の取組で東京都も積極的に事務局を担って発信してくださっていると思いますが、ここにはあまり、

９都県市のことなどは書いてないようですが、その辺は特に強調しなくてもいいのかなという感じも

しています。 

 あと、11ページの「ごみを出さない社会の定着」の最後の行で、「自発的な取組が促進するような

インセンティブの検討」と書いてありますが、先日、講演会を依頼されて、山梨県庁が主催の、事業

者や市民向けの講演会に参加してきまして、そこで、実は、山梨県庁を中心に「レインボーアクショ

ン」というものを県民に呼びかけています。そこで７つの施策、いわゆるレジ袋削減でマイバッグを

使いましょうとか、リユースのリターナブルびんとか、そういうものを大事にしましょうとか、あと、

マイ箸も使いましょう、マイボトルもできるだけ持っていきましょう、あとは、エコドライブをしま

しょうとか、緑のカーテンをつくりましょうと。そして、いろいろな動きを環境家計簿につくって定

量化しましょうという７つを呼びかけて、それに参加する団体を呼びかけていますが、普通の市民の

団体だけではなくて、事業者が、このテーマなら自分のお店も参加できるということを自己宣言して

登録するような、そういう仕組みで、今年の２月から始めたシステムですが、県の中でお店が既に 1,

400軒ぐらい、団体が120団体とか、そういう自己宣言方式で県民や事業者に入ってもらって、ステッ

カーを貼ってもらって広く呼びかけるような仕掛けをつくっていました。 

 いろいろな場所でその場所らしい取組を行えばいいわけですが、区や市が行うことを応援するよう

な形で都が何か仕掛けをつくるとか、そういうことも可能なのではないかという感じがしました。今

後、この分野とか、家庭ごみ有料化――23区でまだ実際に踏み出しているところはありませんが、多

摩地域は非常に熱心にやっているとか、こういう非常に大きな違いが出てきていますので、積極的に

そういうところを応援することが都として大事かなと思っています。よろしくお願いします。 
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【田中会長】 非常に参考になるベストプラクティスというか、そういうものの事例を集めるとかい

うことも一つ大事なことですね。 

 ９都県市の話をお願いします。 

 

【資源循環推進課長】 今、崎田先生から、９都県市の取組についてご発言いただきました。今年度

の取組では、崎田委員にいろいろとご助言いただきましてありがとうございました。 

 ここで言いますと、例えばマイボトル、宿泊施設でのマイ歯ブラシの持参などは、今回、９都県市

の取組ということで実施させていただいております。 

 それから、製造事業者やサービス提供事業者に対する製造段階における省資源化、簡素化、軽量化

ということも９都県市の取組で、「ダイエット宣言」ということで実施させていただいておりまして、

外食産業の方やスーパーマーケットの方などが、こういうサービスにおいては軽量化、省資源化に努

めるということを自ら宣言していただくという取組も進めているところでございます。実際に何社が

参加しているかということは手元に数字がありませんが、そういうことも９都県市の取組の一環で実

施させていただいております。今回、わざわざ「９都県市」という書き方はしていませんが、一応そ

のようなものを踏まえて、施策ということで入れさせていただきました。 

 

【田中会長】 ありがとうございました。 

 そういうものをハンドブックか何かで、市民団体がどんどん更新して、こんな提案をどんどんやれ

るといいですね。都が、これをやれと言うのではなくて、市民が自主的に行っているものを応援する

とかいうことでいいかもわからないですね。 

 ほかに何かご質問、ご意見がございますか。 

 11ページから、３Ｒの推進の促進ということで、どちらかというと、量を減らす、リサイクルを促

進する、したがって、処理や処分する量が尐なくなる、資源の保全につながるということで書かれて

いるものです。 

 関連で、レアメタルの回収、電気自動車が自動車リサイクル法で対象になっていないものがあると

いう書きぶり、それは知りませんでした。 

 それから、12ページの下から２行目に「資源の持ち去り」ということがありますね。資源として各

家庭が出しているものを、区の収集ではなくて、アパッチと言われていますが、先取りして持ち帰っ

て売ると。ごみが減量になるからいいじゃないかという時代もありましたが、それはどうかなという

ことが議論だと思います。 

 それと似たようなことで、廃品回収とか、家電品を買い取りますよとか言って回っていて、それが

いろいろと問題を起こしているとかいうような話もありますね。そういう問題も指摘してもいいかも

しれませんね。 

 

【崎田委員】 部会でもその話がありましたが、都のほうで、その辺の現状をこれから把握するよう

に努めるとおっしゃってくださいまして、尐し動いていくのかなと思って期待しております。 

 

【上田委員】 よろしいでしょうか。 

 

【田中会長】 上田委員、どうぞ。 

 

【上田委員】 私どもは回収を行っている団体です。今の資源持ち去り状況を初めて取り上げていた

だいたわけですが、これは最高裁まで行って、これは罪である、完全な犯罪であることがはっきりし

ているわけですから、ぜひ、もう尐し強く、１項目設けてもらいたいというお話を申し上げたのです

が、現在ではなかなかということでした。ですけれども、持ち去り対策協議会ができまして、これか

ら取組を行うわけですが、私どもがお願いしておりますのは、持ち去りは都で罰する何かをつけてい

ただければと申し入れましたけれども、市町村に任せたことであるからということで、なかなか条例

化できないと。最高裁まで行ったものが都でできない、県でできない――千葉県でも同じことが条例
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では見合わせるということがありました。こういうものは法律的に最高裁まで行ってだめだというも

のが、県や都あるいは国で何らかの罰則ができないというのは納得できません。この辺のことを何か

アドバイスいただけたらと思います。 

 

【田中会長】 最高裁まで行かなければならなかったというのは、それなりに奥が深い問題であると

いうことも意味していますね。 

 

【上田委員】 現在では、持ち去っている人、回収人だけを対象にしているから表面に出てこないの

ですが、これが犯罪であるとなれば、それを買っている業者は、意図的に車を与えて、ここへ持って

こいということで持ち去る。それを買うということですから、完全な古買です。そこまでできるよう

に、今は、やりたい思っていますが、都のほうにはその協力をお願いしたいということでお話し申し

上げております。 

 

【田中会長】 この件は、資料を取り寄せたり、現状を調べたりしていただきましょう。 

 ほかにいかがでしょうか。14ページ、15ページくらいです。 

 

【橋本委員】 14ページの「３Ｒ効果の見える化」のところで、最初の２つは３Ｒの中に位置付けて

いいと思いますが、最後の「廃棄物処理・リサイクルに関する費用の透明化」のところは、「（２）

適正処理の促進」にも関連する部分かと思いますので、ここの中に入れ込むのは尐し変かなと思って

います。この見える化のところはかなり基盤的な部分だと思いますので、もう尐し上に上げてもいい

ように個人的には思っています。つまり、「３Ｒの促進」、「適正処理の促進」、「静脈ビジネス発

展の促進」に並ぶような形でもいいのではないかという気がしています。 

 

【田中会長】 費用の透明化の部分を、一つ上のア、イ、ウ、エのランクに上げて、住民への説明や

費用負担などの見出しで。 

 

【橋本委員】 そうです。（１）、（２）、（３）と並ぶような。 

 「３Ｒの促進」のところに入っているのが、尐しおさまりが悪いような気がするということです。 

 

【田中会長】 リサイクル＋処理費用の透明化ですので、必ずしもここがいいとは‥‥。 

 ところどころ、13ページでしたか、「効率化」というのは、費用を削減して効率よく運ぶとか、効

率よく処理するとかいう意味で、コストがところどころありますが、尐しもっと強調してもいいかも

しれませんね。 

 今、業種仕分けで、むだな予算はないかという見られ方をしているので、廃棄物処理においても、

費用の面から見た費用効果分析のような視点がこれから求められるでしょうね。 

 

【資源循環推進課長】 そこの部分の構成につきましては、（１）、（２）、（３）は、現行計画と

同様で、現行計画から引き続き効果等が見られるようにという観点で踏襲しておりますので、ここに

格上げすることは難しいと考えております。 

 ただ、このウに入れることが一番いいかどうかということは、確かに、内容的にもう尐し改善でき

る面があるかと思います。 

 パブリックコメント等でご意見をいただくときはこういう形で個別の施策ごとにご意見をいただい

て、最終答申等でまとめ直すときに落ち着く場所を考えさせていただくということでよろしゅうござ

いましょうか。 

 

【田中会長】 後で、最後にまとめたいと思います。いろいろとご意見をいただいて。 

 

【小泉部会長】 理想的にはいろいろなご意見があろうかと思いますが、今回の答申といいますか、
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この部会でまとめていた「中間のまとめ」の中で、私もずっと悩んでいたのは、前回の審議会で、プ

ラスチックの焼却不適物を埋立不適物にしました。前回は、答申の一つにそうした大きな旗があった

わけですが、それが錦の御旗となって、今、全国的に、東京都発でマテリアルリサイクルできない廃

プラスチックがサーマルリサイクルされるような時代が来ているわけですね。そういう意味も踏まえ

て、今回の中間報告の中で「何か目玉になるものはないものか」というのは、事務局にもいろいろご

負担をおかけしましたし、委員の皆様のお知恵もいろいろいただいてきました。 

 ここの「見える化」が一つの大きなテーマだと考えております。ですから、こうしたところの、で

きるだけ都民にわかりやすいようにしていくという視点で、仕分けの仕方はいろいろあろうと思いま

すが、今のところはこの辺に入れておいておくしかないのかなと、そういう思いです。ただ、この辺

をもう尐し、これからスタートしていって、だんだんと内容を、私は、本来、これからいろいろやっ

ていく中で、どれが良くてどれが悪いか。経済的な観点もあるし、いろいろな視点から、するべきこ

ととできないことが出てくると思います。そういう意味では、ワンステップ「見える化」していくと

何かが見えてくるかなと思いますので、そうしたものを都民のご意見もいろいろお聞きしながら、ま

た尐しずつ練っていく、そういう段階ではなかろうかと認識しております。 

 一度にスパッときれいにできれば、それはそれでいいですが、やはり「見える化」すること自体も、

ある意味では第一ステップかなという感じです。 

 以上です。 

 

【田中会長】 ありがとうございました。 

 リサイクル貧乏などと言われることや、リサイクルすれば経済的にお金がかかるというところで、

「リサイクルに関する費用の透明化」とすれば、座りは全然問題ありませんが、処理とリサイクルが

一緒に入っているから、じゃ、後でいいのではないかというところがあるから、その辺の書きぶりを

事務局と相談させていただきましょう。一応、ここで置いておくのにふさわしいような工夫ができれ

ば、それもあり得るかなと思います。 

 

【橋本委員】 ２つに分けて「適正処理」のところにも書くとか。 

 

【田中会長】 そういう方法もありますね。 

 

【高橋（辰）委員】 先ほどのＰＣＢの件ですが、実際にＪＥＳＣＯで私どもも処理させていただき

ました。Ｅ票がなかなか来なくて困ったという状況もがありましたが、なんとか処理が済みました。 

 このようにＰＣＢ入りの本体はいいとして、今、処理をしている中で困っていることは、ここに書

いてある微量ＰＣＢです。これは、本体を出したあとで残っているもの、たとえば拭いた布や容器な

ど、こういうものも微量ＰＣＢに当たるわけです。その上で、ここには、「体制整備等を進めてい

く」と記載されていますが、具体的にこの辺の処理をお願いしたいと思います。 

 それと、我々はわかりますが、これらの微量ＰＣＢとＰＣＢ廃棄物本体、いわゆるコンデンサや液

と、処理の方法が違うわけです。現在、ＪＥＳＣＯでは処理できないものです。したがって、このこ

とがわかるように、巻末の用語解説の中にその違いを記載して頂きたいと思いましたので、一言、要

望です。 

 

【田中会長】 微量ＰＣＢ廃棄物の解説を一つ入れてはどうかということですね。 

 

【高橋（辰）委員】 そういうことです。処理ができないですからね。 

 

【資源循環推進課長】 ご指摘の趣旨に沿って、用語集を若干調整させていただこうと思います。 

 

【田中会長】 「微量ＰＣＢ廃棄物」を入れる方向で検討するということですね。 
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【資源循環推進課長】 あるいは、「ＰＣＢ」の中に「微量ＰＣＢ」という項目を設けるなど、何ら

かの形で修正したいと思います。 

 

【田中会長】 13ページの下に、埋立処分場からのメタンガスの活用ということで、発電する事業計

画がありますが、これを確実に行っているべきであるというくだりがあって、尐し違和感があるのは、

日本では、不燃ごみ、焼却灰しか埋立処分場に入っていないので、メタンガスで発電するような事業

は、日本では適さないと外国人には説明してきたので、こういうメタンガスを大量に出すような廃棄

物をここに埋めていたのかなと、逆に思います。行うとすれば、慎重に、予備的な調査をよくして、

初期投資に見合うようなメリットがあるかどうかを確認した上で取り組まれたほうがいいと思います。

日本ではなかなかと思いますけど。 

 

【埋立調整担当課長】 こちらに書いてあるメタンガスの活用ですが、日本で唯一ということで、内

側の処分場で既に埋立てが終了した昭和62年からメタンガスを利用した発電を行っております。今回、

外側処分場も、こちらに記載されていますように、内側よりも埋立面積も広く、ごみ量も多いところ

から放出しているメタンガスは温暖化係数が高く、ＣＯ２の約21倍と言われております。こうした中

で、「10年後の東京」への実行プログラム2010（平成22年1月改定）の中で計画化されておりまして、

平成24年度のガス回収発電に向けて、今、各年度で事業を行っているところでございます。  

 

【田中会長】 それが、経済実行可能性が十分にあると見積もられたわけですか。 

 

【埋立調整担当課長】 地球温暖化防止対策をメインに行っております。処分場の中にたくさんある

メタンガス全部を回収するというのは、非常に難しい面がありますので、エリアごとで活用しＣＯ２

を削減していくということで、段階的に計画しております。 

 

【調整担当部長】 外側で計画しておりまして、外側のほうにも可燃ごみを埋め立てた経過がありま

す。平成６年、７年、８年くらいは埋め立てていましたので、そこの地域でのメタンガスの回収を考

えております。会長さんかおっしゃいましたような点につきましては、わかるような形で入れ込むか、

何かわかる形にしていきたいと思います。 

 また、実行可能性につきましては、昨年、試掘をしまして、メタンガスが出ていることを確認して

おりまして、それでこれから実質的なことを進めていきたいと考えております。 

 

【田中会長】 メタンガスはいくらか出ていると思いますが、経済的にペイするくらいの量が出て、

安定的に供給するかどうかですね。大阪なども、集めて燃やして炭酸ガスに変えることだけを行って、

それでもう十分低炭素社会というか、温暖化の効果はそれで十分だと。発電施設まで入れて経済的に

ペイするというのは、日本では通常はないだろうと僕らは見ています。東京都は量が多いですから、

そういうことを確認されて実施されたほうがいいと思います。 

 それでは、次に進みましょうか。 

 15、16ページが「適正処理の推進」ですが、この辺はいいですね。もう入っていますので。 

 17ページが「静脈ビジネスの発展の促進」です。 

 「適正処理の推進」のところで、都民は新聞でしか知らないと思いますが、ごみの焼却施設に水銀

が入って、それが原因で焼却施設の稼働が止まったという事故が最近は知られていると思いますが、

その辺の関連は、より適正な処理を推進するために、そういうものを入れないように分別するとか、

医療機関で水銀を使わない機器に替えてもらって、水銀を使用している古い血圧計などは回収すると

か、何かそういうことの施策が次に入るようなものがあると、タイムリーにこれをまとめたなという

感じがしますが。焼却施設への水銀の搬入については、どこかで読めばわかるようになっていますか。 

 

【資源循環推進課長】 16ページのウ「一般廃棄物の適正処理の促進」に、「廃蛍光管・乾電池等の

適正処理を促進する」と、そういう観点で今回入れさせていただいている部分でございます。 
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【田中会長】 最近では、そういう蛍光管や体温計などの水銀が入ったと思われることの事故が起こ

ったことと、報道機関によると、ライターが新しいライターになって、それによってごみ収集車に火

災が起こって、東京都も被害が出ているということが報道されましたね。それも問題として挙げて、

それに対する対策がとられると。こういうストーリーが、都民から見れば、最近起きている問題につ

いて一つ一つ対応がされているのだなと理解しやすいと思いますが、いかがでしょうか。 

 

【資源循環推進課長】 同じところに、「エアゾール缶やガスボンベ、ライター等」と書いてありま

すが、先ほどの蛍光管や廃乾電池もそうですが、確かに、これがなぜ危険かということを入れてほう

がいいかと思いますので、文言を調整させていただきます。 

 

【田中会長】 では、19ページの「持続可能な資源利用を目指して」のところで、これは超長期的な

低炭素社会も視野に入れた書きぶりですが、ここについてはいかがでしょうか。 

 言葉の使い方ですが、20ページの真ん中辺に、「再生可能な資源であるバイオマス」とありますね。

それと、21ページの上から８行くらいのところに、「再生資源である廃プラスチック」という言葉が

あります。ここで、「再生可能な資源」と「再生資源」、この辺、場合によっては用語集に、どこに

どういう違いがあるのか、入れていただくといいなという気がします。「再生可能な資源」は、英語

ではリニューアブル・エナジーとかリニューアブル資源とか、繰り返して生産できる資源というので、

最近、再生可能エネルギーとか、その中にバイオマスが入りますが、プラスチックも中に入れたらい

いかなと個人的には思っています。炭酸ガスではＣＯ2ということで、プラスチックはＣＯ2のカウン

トをしますが、リニューアブル・エナジーということでは入れていいのではないかという議論もあり

ます。きょう使ったごみを、あしたもごみが出るというような意味で。その辺で、 20ページの下から

４行目は「再生可能エネルギー」、これはリニューアブル・エネルギーのことを言っていますよね。

20ページの真ん中は「再生可能な資源」、右のほうは「再生資源」。用語解説に入れるなど、整理し

ましょうかね。 

 

【資源循環推進課長】 ただいまの部分は、用語を整理した上で、必要があれば後ろの用語集に書き

加えさせていただくということで整理させていただきたいと思います。 

 

【崎田委員】 今の20ページ、21ページで、「温室効果ガスの排出にかかわる視点」というのは、今

後非常に大事な問題になってくると思っていますので、東京都が循環型社会の問題でもここをきちん

と視点に当てると明確に発信することが、今回大変重要な視点であると思っております。先ほど、小

泉部会長も、「見える化」が今回の目玉であるというお話をされていまして、21ページの上のほうの

文章を読んでいると、例えば生産・流通過程においてもＣＯ2削減を定量化するということが意欲的

に書いてありますが、その次あたりに、温室効果ガスの排出量が定量化できれば、廃棄物リサイクル

したりするところの定量化につながるとか――せっかく生産・流通過程においても定量化したいとい

う旗を振ってくださっているので、その辺を尐し強調して書き込んでいただいたほうがいいのではな

いかという感じがします。 

 今、わりと世の中で研究されているのは、リサイクルときにどのくらいＣＯ2がかかるかとか、リ

サイクルとか適正処理のときのＣＯ2が重視されていますが、生産・流通で再生資源や発生抑制で資

源を減らしたときにどのくらいの効果が上がるのか、そこが強調されていくことで、３Ｒを促進する

ときのメーカーの皆さんの取組が評価されるとか、そういうところが強くなっていくのではないかと

思うので、今後はこの辺を強調していただくとうれしいと思います。 

 なお、それと、その前の関与物質総量のＴＭＲがどういう数字で出てくるのか、私の勉強不足です

が、今後、この辺の情報が多くの都民に、何を目指しているのかということが早めにわかっていくと、

また関心も高まっていくのではないかと思います。きっと、具体的にどうなっていくのかということ

がしばらくは、普通は、読んでもなかなか意味がわからないと言うと変ですが、なかなか伝わらない

かもしれませんが、こういうところを、効果をわかりやすく発信していただくことで、これからの社
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会に与える影響は大きいのではないかと期待しています。よろしくお願いします。 

 

【田中会長】 ＴＭＲというのは、14ページ、20ページにもありますね。 

 

【崎田委員】 なかなか難しいと思うので。 

 

【田中会長】 言葉がまだまだ認知されていないですよね。 

 全体を読んでいかがでしょうか。感想でもいいですけど。 

 

【小泉部会長】 私はこれでいいと思っていますけど、21ページに、ＲＰＦの話が中ほどに出てきて、

つい数日前でしたか、ＲＤＦですから、若干言葉が違いますが、いろいろと、一般紙で、だいぶ問題

だというニュースが出ていました。ですから、この後、パブリックコメントのときに、都民の方がそ

ういうところに、言葉はＰとＤで違うので、専門家はその識別はできると思いますが、一般の人は、

そういうものがいいのだろうかというコメントが来るのかなという思いも若干しないではありません。

その辺だけ尐し気になっているところです。 

 この書きぶりですから問題ないと思っていますが、良いことだと思っていたことが、実は見方を変

えるととんでもないことに書かれる場合もあるし、そのやり方いかんによってはいろいろな問題が、

ＲＤＦも火災がなければもう尐し進んだかもしれませんが、ちょっとしたケアレスミスで火災があっ

て、そこからマイナスのほうに進んだわけです。そういうほんのちょっとしたところで目先が変わっ

ていくといいますか、そういうものがあるのかなという思いが若干しております。 

 これはコメントです。 

 

【田中会長】 用語解説には、「ＲＰＦ（Refuse Paper ＆ Plastic Fuel）」と書かれていますけ

れども、もともと、ごみ燃料ということではＲＤＦ（Refuse Derived Fuel）が国際的には一般用語

ですよね。それを、生ごみを除いて、紙とプラスチックだけで燃料をつくるというのでＲＰＦが――

日本発ですよね。ＲＤＦをもじってＲＰＦと。用語解説のところに説明があってもいいかもしれませ

んね。ＲＤＦとＲＰＦの違いがわかるような解説があってもいいかと思います。 

 

【資源循環推進課長】 ＲＰＦとＲＤＦの違いがわかる形で整理させていただきたいと思います。 

 

【田中会長】 全体の完成度を高めるために言いますと、21ページのウの１行上のところが、「循環

資源の更に促進されるものと考える。」は、「資源循環が更に」のほうが文章上はいいですね。 

 それから、24ページの図の真ん中ですが、左側の縦の単位を入れておいたほうがいいと思います。

「（万トン）」で。 

 25ページの一番上も、単位は「（万人）」というように、縦軸の単位があります。 

 33ページの一番下、「戸別収集」は、我々は「各戸収集」と言いますが、「戸別（各戸）収集」で

もいいかなと思います。 

 全体を通していかがでしょうか。 

 広域処理を推進するという点ではいいと思いますが。 

 

【松野委員】 全体を通してというわけではないのですが、私も、小泉部会長のもと、６回にわたる

計画部会に一度も欠席せずに出たものですから、そこでコメントさせていただいたので、本編につい

てはコメントを控えます。 

 用語解説のところで、今、全体にさっと見てみたのですが、これは、どこかからの引用とか、そう

したものは用いられていますでしょうか。一部ですが、例えばレアメタルの用語解説は、いろいろな

定義もあるのでこれでいいのかなと尐し思っているものですから。 

 

【資源循環推進課長】 用語集については、極力、原典に当たりまして、経済産業省ですとか、そう
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いうところの言葉を使わせていただいております。このレアメタルもたしかそこから持ってきたはず

ですが、もう一度確認させていただきます。 

 

【田中会長】 松野委員、具体的に、解説が尐しおかしいとかいうことがあればご指摘お願いします。 

 

【松野委員】 定義が広いので、どれがいいかは自信がないので、私のほうでも調べて、何かいい言

葉がありましたらご連絡差し上げます。 

 

【田中会長】 誤解を招くとか、別の言葉のほうがいいのではないかという具体的な案があれば、事

務局にお願いしたいと思います。 

 

【崎田委員】 18ページの「共同技術研究の実施」のところで、今後、技術や知識について海外に情

報発信して協力し合うことが大事だということになっていて、技術研究でしたら、産学公でこのまま

でいいのですが、今回、この文章に入るか、入らないかは、皆さんでご判断いただければと思います

が、今後、今、アジアなどで急激に発展して、連携してシステムを広げなければいけないような国に

とって、やはり市民生活の中でそういう技術やシステムをどう入れていくかということが重要になっ

ていると思います。そういう連携のときに、これからは、ＮＧＯなり民間団体なり、そういう生活レ

ベルの知見というか、経験と一緒に交流することが重要視され始めているのではないかと考えていま

す。今、日本も、アジア３Ｒ推進フォーラムということで、先日、田中先生もご専門家として出席さ

れていましたが、そういうところでも、「市民」という視点で連携することを始めていますので、今

後そういう視点も、ここに入るのは唐突かなという感じもしますが、そういう視点もどこかに、お心

に踏まえておいていただくとうれしいと思っております。よろしくお願いします。 

 

【田中会長】 ありがとうございました。 

 「静脈ビジネスの発展の促進」全体にかかるような気もしますね。国際交流とか国際協力とかいう

ところは。優良な処理業者も国際協力で海外の問題にも貢献してくれるような優良企業に育ってほし

いという気もしますね。 

 それでは、一言ずつでもお話をいただきたいと思います。 

 高橋委員、いかがでしょうか。 

【高橋（俊）委員】 計画部会でいろいろと議論して作成された内容だと思います。基本的には、こ

れでいいのではないかと思いますが、一つ、不法投棄の件を掲げて、９都県市で連携して行うという

ことは、これはこれでがんばって取り組んでいる話も聞いています。ただ、これとは直接関係はあり

ませんが、各県で、今、いわゆる事前協議――流入制限を盛んに行っています。環境省のほうも、こ

れを何とか緩和しなさいという話も出ていますが、我々処理業者その県へ行って、流入制限を何とか

緩和してくださいと言っても、我々処理業者の段階ではもう限界に来ているのかなと思います。そこ

で、行政同士でその辺の調整をしていただければと思います。以上です。 

 

【田中会長】 ありがとうございました。 

 馬場委員、お願いします。 

 

【馬場委員】 私の場合は、第１回の審議会に参加できませんでしたので、実質、本日が初めてにな

ります。東久留米市町の馬場と申します。私は東京都の市長会の選出ということで出席させていただ

いておりますので、市長会としての観点から尐し申し上げさせていただきます。 

 まず、今回、こちらの改定については、部会の皆様の情熱がこもった内容であることが今のご議論

でもわかりましたので、感謝と敬意を表させていただきたいと思っております。 

 多摩の場合、先ほど若干お誉めもいただきましたが、ごみの有料化が多摩26市では非常に大きな課

題となっております。これは、有料化を実施したところでも、リバウンドですとか、結局、行き着く

先が、「サーマルリサイクル」という言葉で表現されておりますけれども、そうしたさまざまな処理
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を行うに当たっても、区部とは違って、財政的に困難な中で行わなければならないという宿命を負っ

ております。そうした意味では、この改定のほうが、まず計画推進されるに当たって、やはりこの裏

付けとなる財源の確保を市町村が負う場合には非常に負担になってくることもあります。今後、ぜひ、

東京都の皆様とも市長会としては連携しながら、そうした課題に取り組んでまいりたいと考えており

ます。今回は、こちらの改定については、「中間のまとめ」に関しましては、こうしたことをしてい

ただきまして、本当に感謝申し上げたいと思います。 

 

【田中会長】 ありがとうございました。 

 寺内さん、何かありますか。よろしいですか。 

 

【江東区 寺内環境清掃部長】 はい。 

 

【田中会長】 では、黒川委員、お願いします。 

 

【黒川委員】 ６回の部会に、私も一回も欠席しないで参加しました。どちらかというと、距離を置

いて遠くから見るという感じで流れを追いかけていました。 

 どうしても難しいのは、東京都がこういう計画を立てる、でも、実際には、東京の場合は区市町村

に全面的にこれに関する責任を任せているという問題があるので、東京都のガイドラインというか、

指導的立場で何を言うかというのはとても難しいと認識しております。前回の５年前のときは、徹底

して区市町村に責任が行くことの大事さを一生懸命に書いたという記憶があるので、言いたいことが

ここでは幾つもあるだろうということはわかりますが、そういう枠の中で進めていく方法を考えなけ

ればいけない。それがなかなかうまく識別しにくいというところがあります。 

 それから、４割削減、３割削減とかいう大きな数量的な目標はいいのですが、ゼロエミッションが

だんだん見えてきている。僕が最初から感じていたのは、東京都から、何年くらいまでにはこれくら

いのゼロエミッションの世界になるのは当たり前であるという方向に行ければいいですけど、尐しず

つ減らしているという感じがあって仕方がなくて、この枠組みを壊すことができませんでした。 

 やはり大きな目標として、東京都が全体の動きを引っ張っていくという役割からすると、近い将来、

こういうところが一番のポイントだということを大きく示すことがあってもよかったかなと思います。

これまでの計画を踏襲するというやり方で、一歩勇気を出して言うことが、僕らは平気だと――崎田

さんなどは特におっしゃっていますけど、そう簡単には、事務局のほうでは、はいそうですかという

わけにはいかない。ここのところが微妙なのかなと。 

 今、９都県市の世界では、それは区市町村とは関係のない話で、いろいろなことが広域で議論でき

るというテーマは、それに沿ったテーマがあるから議論しやすいと思いますけど、個別の一つ一つの

動きに関しては、各区で、目標とか、本来狙わなければいけないものがいろいろ違う。山梨では、さ

っきのレインボーという話がありましたけど、各区でみんな違っていて、競い合っているから面白い

というところをもっと理解しないといけないのではないかと思っていました。 

 それを遠くから俯瞰しながら、初めてですけど、委員会に完全出席して感じたことです。  

 

【田中会長】 ありがとうございました。 

 石塚さん、お願いします。 

 

【石塚委員】 おまとめいただきまして、感謝申し上げます。私は町村会のほうから出席しているの

でいつも思うのですが、廃棄物問題は、各市町村に任されているような形で、これが限界なものです

から、向こう三軒両隣ではありませんが、近所の市町村が集まって取り組んでいるということで、区

のような単位で取り組むのとは違いまして、三多摩の場合、３市か４市が集まってこの問題に対応し

ているという状況があると思います。 

 この問題についても、将来は、もう尐し広域的に、西多摩郡なら西多摩郡、南多摩なら南多摩、幾

つもの市が集まってということではなくて、もう尐し大どころでまとまらなければならない時代がす
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ぐに来るのではないかと、私なりには考えております。 

 もう一つは、先ほど会長が最後におっしゃったようですが、私は、アジアのあちこちへ参りますが、

大抵、廃棄物問題が話題になり、相談を受けます。私も専門家ではないので、なかなかはっきりとは

申し上げられませんが、その都度、東京都のほうにいろいろと橋渡しをするというようなことをして

おります。小泉部会長がインドシアの話もされていたようでしたが、ジャカルタへお伺いしたときも、

この問題について皆さん真剣に論議されていました。こういう点で、水ビジネスということを副知事

その他が唱えていらっしゃいますが、そこまで踏み込まないまでも、東京都としてそういう面でリー

ダーシップをとって取り組む時代がもう来ているのではないかという気がしております。 

 とりとめのない話をしましたが、皆さんにおまとめいただきまして、この点、感謝申し上げます。

ありがとうございました。 

 

【田中会長】 ありがとうございました。 

 ほかにご発言がございますか。 

 大体よろしいでしょうか。 

 熱心なご議論、ありがとうございました。部会で精力的にまとめていただきました。私なりに見る

と、提言がいろいろあると思いました。13ページには、熱回収効率の向上など、スケールメリットを

生かした施設の高度化などが図られようということで、清掃工場建替えの際には、複数の自治体が連

携して、欧米のような、熱回収を目的にした規模の大きい、売電できる施設を建設することが今後の

方向かなということ。それから、最後のところでは、静脈ビジネスの、今ご発言がありましたように、

グローバリゼーションあるいは国際化時代に向けた対応といいますか、あるいは、そういう優良企業

を育てて、東京のみならず、世界の産廃処理企業になってほしいという気がしました。 

 本日皆さんからいただいた意見については、用語の解説ども修正を加える点などがありました。そ

れから、ご指摘の点で、言い回し、都民にわかりやすく誤解を招かないようにという工夫ができると

ころはさせていただきたいと思います。その結果については、事務局から出てきたものを私が確認す

るということで一任させていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

【田中会長】 それでは、私のほうで、本日のご意見を踏まえていられるかどうかを確認した上で、

「中間のまとめ」についてパブリックコメントを募集したいと思います。 

 そのほかに特段の発言がないようでしたら、本日の東京都廃棄物審議会は終了したいと思いますが、

事務局から連絡事項がありましたら、お願いしたいと思います。 

 

【資源循環推進課長】 今後のスケジュールでございます。 

 本日の「中間のまとめ（案）」につきましては、会長にご確認をいただいた上でパブリックコメン

トを実施したいと考えております。パブリックコメントの結果を踏まえまして、次回は12月中旪ごろ

に次の会議を開催させていただきたいと考えております。日程は別途調整させていただきたいと思い

ますので、よろしくお願いいたします。 

 事務局からは以上でございます。 

 

【田中会長】 ほかにご発言ございますか。 

 特になければ、これで廃棄物審議会を閉会いたしたいと思います。 

 本日はどうもありがとうございました。 

 

午後４時50分閉会 

 


