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午後４時00分開会 

 

【田中会長】 明けましておめでとうございます。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。 

 昨年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、本日は、

パブリックコメントで出された意見なども踏まえて、本審議会として答申を取りまとめたいと

思いますので、どうぞよろしくお願いします。 

 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】 本日の出欠状況ですが、橋本委員、安井委員、山崎委員は、本日はご

都合によりご欠席と承っております。また、細田委員は、若干遅れて来るという連絡をいただ

いております。 

 現在、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。 

 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、１枚目が会議次第。２枚目が委員の方々の名簿と、裏面が座席表になっております。

それから、資料１「『中間のまとめ』に対する意見について」という両面刷りの資料が１枚。

資料２の本日の最終答申の案文が１枚。さらに、資料２の別添として、「東京都廃棄物処理計

画の改定について」、45ページほどの冊子ですが、これが１冊あります。 

 また、委員の方々の机上には、前回の議事録を配付させていただいております。議事録は別

途メールでもお送りさせていただきますが、内容をご確認の上、お気づきの点があれば、１月

21日までに事務局までご返事いただければ幸いです。 

 冒頭、事務局からは以上です。 

 

【田中会長】 ありがとうございました。 

 それでは、これより本日の議事に入りたいと思います。議題は「答申案について」というこ

とで、事務局から、「中間のまとめ」に対する都民意見と答申案についての説明をお願いした

いと思います。よろしくお願いします。 

 

【資源循環推進課長】 資料１をご覧ください。「中間のまとめ」に対する都民意見です。ま

ず、意見は、平成22年11月15日から12月３日まで募集しました。お寄せいただいた意見は、個

人の方から１件、団体の方から１件、合計２件です。 

 ３の「意見及び対応」です。個人の方、団体の方、それぞれ複数のご意見をいただいており

ますので、そのご意見を本編の答申文案の柱ごとに区分けしまして、その一つ一つについての

対応案を右側に並べるという形で資料を整理させていただいております。 

 それでは、この内容に従って順番にご説明させていただきます。 

 答申案の１つ目の柱である「３Ｒ施策の促進について」に関しては６点の意見をいただいて

おります。１点目が、「家庭ごみの有料化について、地域による差をなくし、都民すべからく

一律負担となるようにすべき。」という意見でした。これにつきましては、資料２に付いてお

ります別添の冊子をご参照いただければと思います。10ページの「３ 主要施策」の下のほう

になりますが、「家庭ごみの有料化」という項目があります。この欄に若干の文言を追加して

おります。追加した文案は、もう１枚おめくりいただきまして、11ページの冒頭、「イ リサ

イクルの促進」の上にあります文脈が有料化の項目で、その下の３行を追加しております。  

 内容は、「有料化料金と処理経費の関係を明らかにすることは住民の理解を得ることに有効

であるため、区市町村は処理経費について公表することが求められる。」という一文です。こ

の方のご意見は、どの自治体でも家庭ごみは有料化にすべきということでしたが、申すまでも

ありませんが、有料化する、しないの判断は各区市町村の政策的判断ですので、都として一律

有料化にすべきという意見を付することはできませんが、リサイクル費用の透明化という議論

もありました関係で、有料化をするに当たっては、その有料化の料金と、それに処理経費がど
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のくらいかかっているかという経費的な面を透明化することが住民の理解を得ることに有効で

あると。そのため、こうした公表に努めるべきであるという文言をここに追加して記載させて

いただきました。 

 ２点目が、「建設廃棄物、建設泥土について主要施策に掲げるべき。」というご意見でした。

これにつきましても、先ほどの冊子の11ページの一番下のほうの「種類別の取組」という項目

の２行目になりますが、建設廃棄物の廃石膏ボードについてはもともと記述がありましたが、

ここに加えて、建設泥土についても効果的なリサイクル促進策の検討、対策を講じる必要があ

るということを追加で記述させていただきました。 

 続きまして、３点目は「燃えるごみは熱回収に努め、熱回収による利益は各家庭に還元すべ

き。」というご意見でした。これにつきましては、冊子の12ページの真ん中あたり、「熱回収

の高効率化」という項目の２行目に、熱回収量や売電額を都民に明らかにするという旨を新た

に記述しております。熱回収の売却益を住民に還元するということ、あるいは、その方法につ

きましては、それぞれ区市町村が判断するところですが、これも先ほどと同じように、熱回収

量、それで一体どのくらい売電したかという売電額をまず透明化して都民に明らかにすること

が必要であるという観点で意見を付しております。 

 次に４点目です。「家庭でどのように分別すれば有価となるか示し、有価物となる資源を排

出した家庭には資源の売却益を還元すべき。」ということで、資源売却した売却益を住民に還

元するというご意見です。これにつきましては、冊子の13ページの下のほうに「リサイクルに

関する費用の透明化」という項目があります。この２行目に、「売却するための分別方法、」

という文言を追加しております。資源は、現在でも自治体ごとに、紙やびん、缶、ペットボト

ル等、資源化しやすい、売却しやすいような分別方法を工夫しているところですが、市況等の

影響もありますので、売却するのに最もふさわしい分別方法の公表を目指すと。また、この質

問者の方は、売れた利益を住民に還元すべきというご意見でしたが、実際には、逆に、リサイ

クルするためにかかる費用がありますので、売却するための分別方法、リサイクルにかかる費

用、どちらも公表して透明化を図り、住民の方々の理解を得る必要があろうという意味で、

「リサイクルに関する費用の透明化」という項目に記述しました。 

 続きまして、５点目です。ご意見は、「再生砕石に石綿含有廃棄物が混入した事案があり、

再生砕石の流通に支障が出始めている。グリーン購入の取組として、再生砕石の利用促進のた

めの具体策を検討すべき。」というものでした。これは若干の経緯がありまして、昨年、一部

新聞報道で、建設現場から出た廃棄物を、従前から、破砕して再生砕石としてリサイクル利用

しているところですが、そうして利用している再生砕石の中からアスベストを含んだスレート

等が発見されたということが、一部の報道機関等で報道されたことがありました。これを受け

まして、一時期、再生砕石の利用が滞って流通に支障があるといったことがありまして、これ

を受けてのご意見です。 

 これにつきましては、右側になりますが、東京都では、既にそうした事案が起きたときに、

そうした再生砕石に石綿を含んだスレート等が混入することを防ぐために、再生砕石製造業者、

実際の解体現場で廃棄物として排出する建設業者に対する説明会を実施して、そうした混入を

防ぐ措置を講じております。また、都の公共工事においては調達方針というものがあり、その

中では、再生砕石を率先使用する資材と既に位置づけておりますので、そのことを書かせてい

ただいております。 

 一番下、６点目は、「リサイクルしにくい塩ビ廃プラスチックの対策を盛り込むべき。」と

いうご意見です。東京都では、埋立地の廃プラスチック埋立てゼロを目指して、今年度中には

廃プラスチックの埋立てを終わり、廃プラスチックは極力リサイクルしてくださいという取組

を進めているところですが、そのうち塩ビ廃プラスチックについてはリサイクルが難しいので、

その対策を盛り込んでほしいというご意見でした。調べてみたところ、塩ビ廃プラスチックに

ついてもリサイクル施設等が首都圏でもありますので、基本的にはそちらでリサイクルできる

と考えております。「対応」では、都は、左記の意見があったことを踏まえて、現状をよく分

析し、今後対応していくべきであるという記述とさせていただいております。 
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 ２ページをお開きいただきまして、２番目の柱である「適正処理の促進について」に関する

ご意見には６点の意見がありました。１点目が、「有害廃棄物対策として、非飛散性である石

綿含有廃棄物の処理体制について触れるべき。」というご意見でした。既に、飛散性の石綿含

有廃棄物は、中小企業排出物について東京都では中央防波堤の埋立地での受け入れをしており

ます。こちらのご意見は非飛散性の石綿含有廃棄物ということで、非飛散性の石綿含有廃棄物

は、いわゆる特別管理産業廃棄物ではないので、冊子の14ページの「適正処理の促進」の「ア

 有害廃棄物の適正処理の促進」の項目ではなく、15ページの「イ 産業廃棄物の適正処理の

促進」の項目に記載しております。このイの項目の冒頭で、非飛散性アスベストについて述べ

ております。現状では、非飛散性アスベストについては、民間の施設等がありますので、すぐ

には受け入れるという考えはないわけですが、こちらに項目としては記載しているということ

をこちらの対応とさせていただいております。 

 ２番目が、「建設混合廃棄物の中間処理として『選別』のための施設に許可を出すべき。」

というご意見です。これはやや専門的なご意見ですが、現在、東京都では、建設混合廃棄物の

中間処理の届があったときには、許可を出すときには、選別という形ではありませんで、実際、

どういう選別あるいは処理の方法をしているかということを明確に近隣の住民の方等に環境保

全上講じるべき措置があるか、ないかを明らかにする必要があるという理由から、単に「選

別」という形ではなく、「破砕」や「焼却」など、主たる処理方法を明記した形で許可を出し

ております。その旨を対応として記載させていただいております。 

 ３点目です。「非飛散性である石綿含有産業廃棄物については、都の処分場に受け入れるな

ど処理施策を掲げるべき。」、これは先ほど述べさせていただきました非飛散性のアスベスト

廃棄物についても都の処分場に受け入れるべきというご意見です。 

 ４点目は、「建設リサイクル法の届出様式に非飛散性アスベスト、廃石膏ボードの有無を記

述させるようにすべき。」と。これは、法律の届出様式に関するご意見でした。 

 ５点目は、「排出事業者に産業廃棄物管理に関する資格の認定制度の導入を検討すべき」と

いうことで、処理業者だけではなくて、実際に廃棄物を出す排出事業者の側にも一定の資格の

認定制度を検討すべきであるというご意見でした。 

 ６点目が、「不法投棄させない仕組みづくりのために、必要な知識を十分備えた産廃Ｇメン

を育成すべき。」というご意見です。既に、私どもでは産廃Ｇメンを導入してさまざまな取締

等を実施しています。このご意見は、そういう不法な処理をする業者の中には、いろいろとず

る賢い業者もあるので、そこをきちんと見抜くような高い知識を備えた産廃Ｇメンを育成すべ

きというご意見でした。 

 これらはそれぞれ、今、申し上げましたような事情がありまして、既に実施している、ある

いは、すぐには無理というようことで、対応としましては、「都は、左記の意見があったこと

を踏まえて、現状をよく分析し、今後対応していくべきであると考える。」という対応方針と

させていただいております。 

 続きまして、３つ目の柱になります「静脈ビジネスの発展の促進について」です。こちらに

は２点のご意見がありました。１点目が、「都の第三者評価制度については、国の制度より高

度であるべき。評価方法、評価員レベルを改めるべき。中間処理後の処分先の情報公開を求め

るべき。」というご意見でした。私どもの第三者評価制度は、国の制度と比較しても、第三者

による高度な、ハードルの高い制度であると考えております。そうした関係で、対応としては、

「都は、左記の意見があったことを踏まえて、現状をよく分析し、今後対応していくべきであ

ると考える。」という書き方とさせていただいております。 

 最後が、「精度の高い選別技術など中間処理に関する技術研究を進めるべき。」というご意

見でした。これにつきましては、冊子の17ページをご覧いただきたいと存じます。17ページの

ウとして「共同技術研究の実施」というところを施策の一つとして掲げさせていただきました。

今後、３Ｒ施策や適正処理の促進のために、都は、大学、産業界、研究機関と連携し、産学公

それぞれの強みを生かした共同技術研究を実施していくべきということをここに記載させてい

ただいております。このご意見は、その研究テーマに関するご意見ということですので、研究
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テーマについては、この意見を参考にして、今後検討していくという書き方とさせていただい

ております。 

 以上、申し上げましたような意見を踏まえまして修正したものが、本日、資料２としてお付

けしました「東京都廃棄物処理計画の改定について 最終答申案」でございます。 

 説明は以上です。 

 

【田中会長】 ありがとうございました。 

 それでは、今の説明に対してご意見がある方はお願いしたいと思います。 

 都民からパブリックコメントという形で出されて、個人からが１人、団体からが１件という

ことで２件ですけれども、中身は豊富で、トータルで14件です。非常に貴重な意見をいただい

たことに対して厚くお礼を申し上げたいと思います。 

 今の意見に対する対応についてのご質問、ご意見があれば、お願いしたいと思います。 

 

【江尻委員】 前回欠席いたしましたので、２つほど、今のご説明に対して意見として申し上

げたいと思います。 

 まず、11ページの「家庭ごみの有料化」にかかわるところです。直していただいたところの

最後の部分ですが、「区市町村は処理経費について公表することが求められる。」と。これは、

処理経費ではなくて、例えば手数料算定の根拠であるとか、徴収した手数料の使途であるとか、

それが一番求められるところではないかと思いますので、ご検討いただければと思いました。 

 戻りますが、下から３行目の「住民」は、これは「都民」ではないかと思いますので、ここ

もご検討いただければと思います。 

 それから、13ページの「リサイクルに関する費用の透明化」のところですが、ここは、買い

取ってもらうので「売却価格」ではないかと思います。３行目のところ、「リサイクルにかか

る費用や資源の買取り価格」ではなくて「売却」ではないかと思いますので、ここもご検討い

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。11ページ、13ページの表現、あるいは、どこまで詳

しく入れるかということでご指摘、ご要望でしたが、いかがでしょうか。 

 

【資源循環推進課長】 まず、最初の手数料のところです。「処理経費」という書き方ではな

くて、「手数料算定の根拠」という書き方がいいのではないかというご意見かと思いますが、

いわゆるこの処理経費の中で手数料算定になる部分、ならない部分があるかと思いますが、そ

ういうことも含めて詳しくつまびらかにするべきであろうということでご理解いただければと

思います。 

 また、使途については、自治体の予算の関係がありまして、手数料という形の歳入科目に計

上されまして、それが、いわゆる特定財源という形で何かの施策に使われることになるかと思

います。具体的に、いくら上がったからそれは何かに使うという形であらわすことは、現在の

自治体の会計上は難しいのではないかと思います。 

 「住民」、「都民」という言い方については、検討させていただきます。 

 もう一つ、13ページのほう、資源の売却価格ではないかということですが、これは、何回目

かの計画部会のときに東リ協さんから問題提起がありまして、いわゆる自治体が資源を買い上

げるときの価格についても、不当に高かったり安かったりいろいろ問題があるので、買取り価

格の公表も重要であるというご意見がありまして、この場合は「買取り価格」という言い方で

よろしいのかなと考えております。 

 

【上田委員】 これは入札の買取り価格です。資源取扱業者の買取り価格ということの意味で

私は申し上げたと思います。 
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【江尻委員】 わかりました。さきほどの意見についても誤解されなければ、それで構いませ

ん。 

 

【田中会長】 この答申は、東京都の廃棄物処理計画の改定に使う答申ですので、計画をこれ

からつくるのに、こういう方針でということが一つあります。今のようなところは、東京都の

廃棄物対策部なりが、区や市に指導する場合の内容だと思いますので、誤解を招かないように、

指導のときに注意していただければいいかなという気がしますが、よろしいでしょうか。 

 

【北村委員】 今、江尻委員がおっしゃった最初の点ですが、11ページの２パラグラフ目、

「住民の理解を得ることが有効である。」まではそうですが、区市町村に公表しろというのは、

馬場委員がいらっしゃいますから、住民自治の観点からどのようにお感じになるかですが、大

きなお世話と言えば大きなお世話なので、もしも、基礎自治体の首長さんが、これでも問題な

しとおっしゃるならば、私も問題なしと思いますが、１パラグラフ目が、調査や分析、導入支

援といささか退いた感じで書いているところとの関係で、尐し踏み込みすぎたのかなと。実際

はやるんでしょうけど、こういう文書としては思っておりまして、こういうことは、今の時点

ではごちゃごちゃいじらないのが作法ですので、もしも、馬場委員が、特に問題ないというこ

とであれば、これで結構かと存じます。 

 

【田中会長】 関連して、馬場委員、お願いします。 

 

【馬場委員】 ご配慮、ありがとうございます。 

 基本的には、これは区市町村において、東久留米市の場合はまだ有料化の実施には至ってい

ないものですから、その部分はまだ不明確な部分が私自身にありますが、基本的には、基礎自

治体においても情報公開が求められる中で、有料化によるごみ袋の費用を徴収することと、ご

み排出に対しての処理費用を公表しておりますので、結果的に、これは当然行っている観点で

はあります。 

 ただ、先ほど指摘があったような、詳しい部分の中身までとなると、それは各自治体の個性

というか、そういったこともあろうかと思いますので、その部分は、確かに北村委員ご指摘の

とおり、配慮といいますか、そうしたものを尐しいただけると、感想ですが、区市町村として

はありがたいと思っております。 

 

【田中会長】 ありがとうございました。 

 

【崎田委員】 今、有料化の経費の公表に関していろいろと意見交換がありますけれども、私

も、文章的にはこのままでいいかと思いますが、先ほど、江尻委員がご発言されたように、実

は、いろいろな自治体で、有料化を検討する場に参加させていただいている中では、経費のこ

とに関して、算定根拠や、手数料をどう使うのかということに住民の関心が高くて、後々、こ

の文章をもとにいろいろな情報を発信していただくときには、ぜひ、導入に対してどういう施

策をとったかということと、その効果などがきちんと網羅されて、情報交流が、各自治体が行

われるような場が提供されるとありがたいと感じております。よろしくお願いします。 

 

【上田委員】 先ほど、言い間違えたかもわかりません。13ページの、江尻委員がおっしゃっ

た下から５行目の「リサイクルにかかる費用や資源の買取り価格」のところですが、その前に

「売却するための分別方法」と入っていますので、確かに、ここでは、「買取り価格」よりも

「売却価格」のほうが統一されるかと思います。 

 私が前に資源の買取り云々と言ったのは入札のことでして、こことは違う項目のときに載せ

てほしいと言った記憶が戻ってきました。いかがなものでしょうか。 
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 ここに、「売却するための分別方法、リサイクルにかかる費用や資源の」ですと、やはり都

が売却する価格――我々からすると入札する価格になります。いかがなものでしょうか。 

 

【田中会長】 事務局、どうぞ。 

 

【資源循環推進課長】 行政計画を策定する段階では、その辺はもう尐し詳しくお聞きします。

内容的にはこれでよろしいかと思いますので、その際に、誤解がないような表現に注意したい

と存じます。 

 

【田中会長】 売却と買取りの価格は、数字は同じですね。 

 

【資源循環推進課長】 はい。 

 

【田中会長】 ここでは、有料化について、地域による差をなくして、「都民すべからく一律

負担となるように」という指摘に対して、各自治体で処理料金もみんな違うということを知ら

せて、したがって一律ではないことも理解してもらうという背景があると思います。したがっ

て、自治体で分別収集の方法や処理方法が違うので、処理料金も違うということ。 

 それから、リサイクルに関するところでは、自治体が集めてから売却しているものと、集団

回収で売却しているものとがあると思います。集団回収は大いに実施すべきで、それを効果的

に、こんなに有利であるということがあらわせればいいなと。自治体が回収したものは、その

売却の値段に、分別したり収集したりする費用もあるので、売った価格だけではなくて、その

ためにどれだけの費用がかかっているかということも知らせるという意味でどういう計算をし

ているということが大事でしょうね。ということで、リサイクルでも、住民が自発的に取り組

んでいる集団回収と、行政が回収して、選別して、梱包して、売却しているリサイクルとは、

分けて計算して、それでどういう施策がいいかというような情報が求められていると思います。  

 ほかにいかがでしょうか。これ以外でも結構ですので。 

 

【辰巳委員】 今、田中先生がおっしゃってくださって、まさに私も気にしておりました。意

見をお出しになった方は、「都民すべからく一律負担となるようにすべき」というご意見でし

たが、それに対しての対応が、これは合ってないような気がします。だから、今、先生がお話

ししてくださったことで、ようやく私も、そうか、そういう深い意味があるのかと理解します

が、そのあたりをもう尐し、本体の文章ではなくて、この「対応」のところで――たぶん、

「対応」のほうが公になるわけですから、ご意見をお出しになった方が、自分が言っているこ

とと違うと思われると、せっかく意見をお出しになっているのに、まずいような気がするので、

もう尐し丁寧な説明をする。こういうふうに、公表するということで各自治体によって違うの

だということがわかるように、ご説明いただかないとだめなのではないかと、今、私も一言、

言わせていただきたかった、そのとおりだと思いますので、お願いします。 

 

【田中会長】 それでは、ほかにいかがでしょうか。 

 「対応」としては、非常に参考になるので、今後の検討に資するようにしますということと、

今は答えがないけれども、今後検討しますという返事と、有益なご意見なので、今すぐ記述の

中に入れますという３通りの対応がされていることがおわかりだと思います。 

 それから、計画をつくるためのという諮問に対してですので、処理計画の改定に当たってそ

のまま反映するというものと、これからの区や都下の市町村、そういうところに指導する上に

おいて有益なので、そういう指導をしていきますよという中身とがありますね。そういうこと

で見ていただければと思います。 

 したがって、最初から４番目までは記述していますね。５、６は、もう既に書いてあります

よ、誤解されているのではないですか、よく読んでくださいということですね。 
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 裏ページも、非飛散性の廃棄物、非飛散性のアスベストは、特定管理産業廃棄物と誤解して

いないですかという意味で、有害産業廃棄物ではなくて産業廃棄物なので、その適正処理のと

ころにこう書いているということですね。 

 それから、選別の施設ということですが、法律的には中間処理施設で、プラスチックの焼却

や破砕施設、脱水施設などいろいろなものが挙がっていますね、法的に決められている許可を

出すべき中間処理施設と。それには、現在、選別だけというのはないですね。したがって、

「選別」というのは、破砕をして選別するものになっているということで、その説明をしてい

るということで、「破砕」等の主たる処理方法については許可を出して、現在の許可制度が選

別だけをする施設は許可を必要としないということが背景にあって、このような対応がされて

います。 

 裏の３つ目以降は、今後対応していくべきであると考えているということですね。 

 最後の共同技術研究というのは、報告書の最後に書いていますが、東京都のどこの研究機関、

技術開発が担当するのかということはわからないですが、いろいろと共同研究を進めていきま

しょうということで、「だれが」というところは、東京都で技術開発をするということは、こ

こにはありますか。廃棄物分野の技術開発というのは、今、東京都はどこが担当していますか。  

 

【資源循環推進課長】 環境科学研究所です。 

 

【小泉部会長】 この点で、尐しよろしいですか。 

 

【田中会長】 はい、どうぞ。 

 

【小泉部会長】 最後に共同技術開発研究の話が尐し出てきましたので意見を申し上げたいと

思います。今、事務局のお答えのとおり、技術開発は環境科学研究所で取り組んでいるという

ことですが、その昔、清掃研究所というところがあって、非常に科学的な研究をされていたと

いうことで私は高く評価していました。今は、廃棄物の問題は、問題がある程度解決したかの

ように一見は見えますし、また、この諮問自体が５年を目途にした廃棄物処理計画でしたので、

17ページのウに書いてあるような形で計画部会では原案をまとめましたし、これでよろしいか

と私は思っております。 

 ただ、研究というのは、10年、20年先、場合によってはもっと先を見定めて行わなければい

けないと個人的には思っておりまして、ここに、産学公共同で実施していくべきであると書い

ていただきましたので、ぜひ、今後、こうしたものを具体的に進めていくような形で受けてい

ただければありがたいと思っております。 

 恐らく、今、これでいいなと思ったとたんに研究自体は退歩につながると思いますので、常

に先を見ていかなければいけない。本来、こうした計画自体、５年計画ではありますが、10年、

20年先を見定めた計画も必要かなと私自身は思いますし、恐らく、都のどこかでそうした検討

がなされていると思いますが、廃棄物の問題というのは、人間が生きている限り永遠のテーマ

だと思いますし、また、今日のように集積した首都東京でひとたび何か問題が起こったときに

は非常に大変なことになると思いますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。どうぞよ

ろしくお願いします。 

 

【細田委員】 内容的なことではないので恐縮ですが、先ほどの13ページの理解のところとも

共通するので尐し言わせていただきます。 

 もう一度、この言葉の述部の主語が一体何であるかということを明確にしたほうがいいので

はないかと思います。基本的には「東京都が」と読めますね、これは当然、循環計画に使うわ

けですから。ところが、部分的にはそう読めない箇所もあって、それがものすごく意味をあい

まいにしている。 

 例えば、14ページの頭に「グリーン購入の普及啓発の促進」とあって、「社会が持続的に発
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展していくためには、再生資源を使用するなど、」とありますが、これは、だれが使用するこ

とを意味しているのか。下では、都に関してはということで書いてあるけど、ここは一体だれ

を想定しているのかということは、これはいかようにでも受け取れてしまう。そういう箇所が

ほかに何カ所が見受けられますので、これは精査して、主語をはっきりして、だれがかかわっ

ている実情の主体なのか。さっきの売却も、だれが売却するのかとか、そこを明確にされると、

あり得べき誤解がかなり解けるのではないかと思いますので、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。 

 事務局、どうぞ。 

 

【資源循環推進課長】 ただいまのご意見、ありがとうございます。行政計画を策定する段階

でもう一度全体を見直しまして、表現や主語等があいまいにならないよう、細心の注意を払い

たいと思います。 

 それから、先ほど辰巳委員からご指摘がありましたパブコメの「対応」のところで、表現は

ともかく、わかりやすい説明をというご意見をいただきまして、ありがとうございます。これ

につきましては、直接この答申に反映するものではありませんが、都民に対する対応はホーム

ページ等で公表する予定ですので、その際に、もう尐し表現を工夫しまして、会長にご確認い

ただいた上で、訂正できる部分は訂正したいと存じます。 

 それから、今の主語の話とも関係ありますが、13ページの「リサイクルに関する費用の透明

化」のところの「買取り」、「売却」というところは、今後、行政計画の段階では見直します

けれども、答申としては、「買取り」の部分は、上田委員も「売却」のほうがよろしいのでは

ないかということですので、ここは「売却」と訂正させていただくということでよろしくお願

いいたします。 

 

【田中会長】 ありがとうございました。 

 ほかに気がついたことはありませんか。 

 

【勝浦委員】 １ページの廃プラのところで、最後のパラグラフは意味が若干不明確ですが、

「これは、最終処分量の削減とともに、熱エネルギーの有効利用に」と書いてありますが、こ

れはサーマルリサイクルのことを書いてあるのか。材料リサイクルなどでは、必ずしも熱エネ

ルギーの有効利用ではなくて資源そのものの有効利用なので、「これは」が何を指しているの

かがわかりにくいというか、ロジカルではないのではないかという気がしました。 

 

【田中会長】 これは、変更したことを意味するのではないでしょうか。 

 

【資源循環推進課長】 今のところですが、言葉足らずかもしれません。厳密に言うと、最終

処分量の削減は両方かかっておりまして、熱エネルギーの有効利用のほうはサーマルリサイク

ルについてのご説明になります。 

 

【勝浦委員】 そうすると、上の資源のことを書くとすれば、「資源の有効利用ないしは」と

か、何か、それを入れてしまえば、必ずしも熱エネルギーだけではなくて、資源で使うことも

もちろんあり得ると思うので、「回収とともに資源の有効利用ないしは熱エネルギーの有効利

用によって、化石原料の使用量削減につながる。」とすれば、話は通じるのかなと思います。 

 

【資源循環推進課長】 行政計画を策定する段階で、その辺は考慮させていただきたいと思い

ます。 

 

【崎田委員】 パブリックコメントのお返事に関して、些細な話かと思いますが、パブリック
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コメントの返事の２ページのところに、産廃Ｇメンに関してのご意見に対して、この意見があ

ったことを踏まえて今後検討していくというお話がありましたが、産廃Ｇメンは既に制度とし

て実施していて、それ以上のことを求めているようなご質問だと思いますので、産廃Ｇメンは

取り組んでいるということを明記した上でお返事を書いていただいたほうが、今はそれなりに

きちんと対応していただいているという信頼関係観が伝わるのではないかと思いました。よろ

しくお願いいたします。 

 

【資源循環推進課長】 これは、実際に寄せられたご意見の内容は、今、産廃Ｇメンがいるこ

とは知っているけれども、ずる賢い業者もいるのでという内容でしたので、質問された方には

わかるかと思いますが、確かに、こういう形で公表することを考えますと、そのあたりはもう

尐し詳しく書いたほうがいいかと思いますので、先ほどのケースと同じように、若干、会長と

調整させていただきたいと思います。 

 

【田中会長】 要望としては、産廃Ｇメン用の研修をしっかり実施しなさいということでしょ

うかね。東京都は、研修は今、それなりに実施していますよね。 

 

【不法投棄対策担当課長】 はい。産廃Ｇメンの研修の件ですが、解体工事の現場調査などに

取り組んでいますが、解体業協会さんのそういう知識の研修会などに参加して、レベルアップ

というか、いろいろな知識の向上には努めているところです。 

 

【田中会長】 ということをきちんと啓発して理解してもらうことが大事であるということで

すね。 

 

【崎田委員】 現在取り組んでいるけれども、より精度の高い手法に向けて、意見を踏まえて

今後検討するとか、そういうふうに率直に書いていただいたほうがいいのではないかと思いま

す。 

 

【田中会長】 というアドバイスです。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 大体まとまってきた段階ですが、私の感想を述べさせていただきますと、東京都が日本のリ

ーディング・ローカルガバメントとしての役割が結構あるので、国際的に情報を発信するとい

う言葉が17ページにありましたが、「海外に向け積極的に情報発信する」といったようなこと

がありますが、国内にも積極的に情報を発信してはどうかと思います。ある程度、全国都市清

掃会議や廃棄物学会などいろいろな場がありますが、あまり知られていない部分があるのでは

ないかと思います。それから、良いことをしているのを情報発信して、こういう背景だからこ

うしているのだと。前は、プラスチックは焼却不適ごみであるという東京都の方針が、日本の

多くの自治体に影響を与えましたよね。だからプラスチックを燃やしてはだめだと。そういう

影響もあるので、こういう政策の転換、あるいは、こういう背景で実施していて、こういう効

果が出ているといったことも積極的に、日本の自治体に対して発信してはどうかと思います。 

 それから、言葉としては、「循環型社会の構築を目指して」というトーンになっていますが、

内容的には温暖化対策も入っていて、低炭素社会の構築に踏み込んでいると思います。ですか

ら、次のステップは、低炭素社会の実現、それには資源を大切にするという中でも、ＣＯ2を

出す資源、化石燃料を大切にする資源循環ということで、何でもかんでもということではなく

て、化石燃料の消費を抑制する、すなわちＣＯ2の抑制につながるというところに重点を置い

た対策が求められているかなと思います。 

 それから、書きぶりとしては入っていますが、国際的な取組ということが今後は大事になる

のではないかという気がします。国が３Ｒシニシアチブということで、Ｇ８で小泉総理が提唱

して採択されて、アジア３Ｒフォーラムというようなものも２回目を開いて、今年はシンガポ
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ールで秋に行う予定ですが、国際的な取組に東京都が貢献することも重要ではないかというこ

とで、その点をご配慮――今後の方向として私が思った点です。 

 あと、この報告書を受けた場合に、今後のスケジュールはどのようになるかということを紹

介いただけますか。 

 

【資源循環推進課長】 では、今後のスケジュールについてご説明させていただきます。 

 廃棄物処理計画は法定計画でありまして、策定の際には、各区市町村のご意見をいただくこ

とになっております。今回、最終答申をいただきましたら、その段階で各区市町村に意見を照

会しまして、上がってきた意見、本日いただいたご意見等を参考にしまして、最終的に行政計

画としての廃棄物処理計画を年度内に策定するというスケジュールで今後は進めていく予定で

あります。 

 

【田中会長】 ５年前は、９月ころに計画が出されていますね。 

 

【資源循環推進課長】 前回は、遅れてそうなりました。平成２３年度からの計画年度ですの

で、できたらそれに間に合わせるように、今回は今年度中に策定したいと考えております。 

 

【田中会長】 報告書の１ページ目に、平成18年９月に、審議会の答申を踏まえて基本計画を

策定したとなっていますけれども、ちょうど５年後だから９月に出すということではなくて、

今年度中に計画は仕上げて、それに基づいて平成23年度からそれを実行するというストーリー

ですね。 

 

【資源循環推進課長】 はい。 

 

【田中会長】 ほかに何か確認したいことがありますか。 

 

【高橋（辰）委員】 この会議も終わりに近づいてきて、感想を述べさせてもらいたいと思い

ます。私の経験不足で、ここにいて違和感があったのは否めない事実で、何だろうなとずっと

考えていましたら、一般廃棄物と産業廃棄物を一緒に議論しているところが、どうもしっくり

こなかった。これが正直な感想です。これから、２つほど意見を述べさせていただいて終わり

にしたいと思います。 

 我々は産業廃棄物を相手にしていますので、今後はこの点ををもう尐ししっかり議論できた

らなというのが冒頭にも申し上げましたが、一つの大きな感想です。 

 最近の我々建設業の事情といいますか、状況などを尐しお話しさせてもらいます。 

 先日も、産廃処理場も訪問させてもらって思いましたのは、余剰再生砕石が山になっている

ことです。建設市場、なかんずく道路工事などの発注が低下してきて、その影響もあろうかと

思いますが、先ほどからありました、昨年からの石綿含有ガラの混入問題が拍車をかけている

のではないかと思います。この混入の問題は、我々建設業界にも非常に大きな影響が出ており

ます。再生砕石業者さんは、手持ちの置き場が満杯になって、ほかに土地を借りてそこに置い

ている状況があります。もちろん我々ゼネコンの工事のほうにも影響がありまして、解体工事

のコンクリートガラが出しづらく、場合によっては2社3社の再生砕石業者と契約する等の影響

が出ております。 

 先ほどの回答にもありましたが、この再生砕石の公共工事への調達方針において、再生砕石

を率先使用する資材と位置づけているという表現がありますが、実は、本日出掛けに状況を聞

いたところ、仕様書に「再生砕石」と表現されていたものがバージン砕石に変わっている。こ

れが実は公共工事ですという返事でした。この辺の真偽のほどを調べていただきたいし、東京

都はそういうことはないかもしれませんけれども、ぜひ調査願いたいと思っております。 

 再生砕石の有効活用は喫緊の問題というか、避けて通れないと思います。しかも、スピード
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を要すると思っていますので、ここの「対応」に書いてありますけれども、ぜひ取り組んでい

ただきたいと思います。 

 もう１点は、石綿含有廃棄物の適正処理、これが先ほどの問題とラップしているわけですが、

それから廃石膏ボードのリサイクル、これももちろん抱えておりますが、これは我々建設廃棄

物の中でも２大難物廃棄物といいますか、この２つが課題になっています。現状は、石綿含有

廃棄物の処理は、処分場が尐なくて、遠方に持っていっています。そうすると、勢いで混入さ

せてしまうということも考えられます。したがって、以前に隣の高橋会長も提案されていまし

たが、飛散系のものをコンクリート固化して入れてもらっていますが、その隣あたりに、石綿

含有廃棄物も入れさせてもらいたい。大量だと困るということであれば、中間処理場からのも

のだけでも結構ですので、ぜひ入れてもらいたいと我々も思っています。それが、先ほどの再

生砕石の中に混入させない一つの施策にもなるのではないかと思っております。 

 それから、廃石膏ボードにつきましては、リサイクルの有効活用の件が書いてありますので

よろしいかと思いますが、私も、研究会がいっぱいあって、その一つに参加させてもらってい

ますけれども、間接的に我々建設業にも関係がありますので、これを有効活用の道を探る研究

をぜひ、先ほどの共同研究ではありませんが、お願いしたいと思います。 

 そのためにも、最後になりますけれども、これらの問題を解決するためにも、２大難物であ

る石綿含有廃棄物と廃石膏ボードの排出量を継続的に観察していくためにも、量の把握をお願

いしたいと思います。１年間だけではなく、継続的な数量の把握をお願いしまして、私の最終

の意見とさせていただきます。 

 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。 

 お願いが含まれていますが、ほかの委員の方から、一応きょうで取りまとめですので、会議

としては終わりますので、今までの部会あるいは審議会での進行における感想でも結構ですの

で、ありますか。 

 

【勝浦委員】 感想というか、４ページの「計画の目指すべき目標」で、今さら議論すると変

な話かもしれませんが、要するに、この計画の最後の結論は、要するに、最終処分量を30％減

らすことが数値目標だと思います。さっき田中先生がおっしゃったとおり、ここにもう尐し、

地球温暖化対策というか、例えば、ＣＯ2削減のようなこととうまくバランスをとってという

ようなことをもう尐し書かないと、これだと、あくまでも、「貴重な埋立空間をより長く使い

続けていくことができることが必要である」がこれの結論であるとすると、今まで一生懸命に

議論したことが矮小化されてしまったという気もしますので。４ページのこれがこの計画の骨

子だと思いますが、この上にもう尐し何かそういうことも書いたほうが、田中先生が先ほどお

っしゃったようなことをうまく入れたほうがいいのではないかという感じがしました。 

 

【田中会長】 私自身は、この報告書を見直すという意味で言ったのではなくて、これはこれ

でいいかなと思っていますが、事務局、どうぞ。 

 

【資源循環推進課長】 ただいまのご意見ですが、この廃棄物処理計画の性格が、法定計画で

５年ごとに定めるということもありますので、正式な処置目標としては、この最終処分量とい

う形に一応限定させていただいております。この部会でも最初のころに熱心にご議論いただき

ましたＣＯ2等の話は、一応この計画上では18ページ以降の「持続可能な資源利用を目指し

て」という形でまとめさせていただいておりまして、今後とも議論を重ねていくという形で盛

り込ませていただいているところでございます。 

 

【田中会長】 ほかにどうぞ。 
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【松野委員】 最後ということで、感想になってしまいますが、私、今回初めて審議会に参加

させていただきまして、どうもありがとうございました。私は、環境と資源とリサイクルの専

門家ということで投入されたかと思いますが、その中には、都市鉱山の開発などを取り上げて

くださったことが非常にうれしくて、ありがとうございます。残念ながら、きょうのパブコメ

を見る限り、そういうことが一言も載っていなかったことは残念でしたが、今後とも、大学の

教員という立場を生かして、都民の皆様に尐しでも「都市鉱山」とか「レアメタル」という言

葉が浸透するよう私自身もがんばっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

【田中会長】 ありがとうございました。 

 

【辰巳委員】 私は、日常的に、消費者が物を買うところからこういう廃棄物の問題が起こる

ということを、話す場面が多くていつもそういう話をするんですけれども、今回、例えば18ペ

ージに、上流の資源のお話を丁寧に書いてくださっていて、非常にいいなと思いました。だか

ら、とてもいいですという感想です。思っていることをうまく書いてくださっていると思いま

した。ありがとうございました。それをぜひ皆様に広めていただきたいと思っております。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。 

 高橋俊美委員、何かございますか。 

 

【高橋（俊）委員】 先ほど隣の高橋さんから話がありましたけど、このパブコメの２ページ

目に、非飛散性、いわゆる石綿含有産業廃棄物を都の処分場で受け入れるなどの処理施策をお

願いしたいと書いてありますが、我々が今一番困っているのは、いわゆる尐量の石綿含有廃棄

物です。大量にあれば、他県の最終処分場に直送できますが、例えば袋１個、２個、１立米、

こういうものを遠いところの最終処分場処分場に持っていることは無理です。結果的には、中

間処理に、いわゆる詰替え保管ということで、箱に入れてためて持っていく。ところが、この

詰替え保管のものは、他県は流入制限をかけて、詰替え保管からの石綿含有廃棄物はだめとい

うことになっています。ですから、この尐量のものだけでも東京都の処分場で受け入れていた

だければと思います。 

 隣に、「現状をよく分析し、今後対応していくべき」と書いてありますけど、どのような対

応をしていくのか、私はこの辺を質問してみたいと思っております。 

 以上です。 

 

【田中会長】 切実な要望、状況がよくわかります。 

 

【産業廃棄物対策課長】 先ほど、再生砕石について高橋委員からお話がありましたので、そ

れもあわせてご説明します。 

 再生砕石につきましては、東京都が循環型社会の上では、リサイクルという目では重要な部

分と考えておりまして、パブコメの回答にも書きましたが、解体業者をはじめとして建設業者

の人たちへの説明会を行うほか、先ほど公共事業の話もありましたが、都としては、いろいろ

な公共事業を発注する部門が月に１回会議等で行っていましたので、その場で、年末からこち

らにかけて何回か出まして、再生砕石を必ず使っていただくような働きかけも行っております。

ですから、東京都の発注の部分で、公共事業で再生砕石を使わないということはないかと思っ

ております。 

 次に、再生砕石の非飛散性につきましては、これはすべて安定型処分場に入れることが基本

でありまして、都につきましては管理型処分場があります。また、処分場の延命化という部分

がありますので、それとの絡みで、どれくらいの量が存在するのか等々、量の把握にも努めま

して、また、他県での流入規制につきましても、実際に行っている県と行っていない県等々が
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ありますので、そこら辺の事情も把握しながら、処分場に入れることを含めて検討していきた

いと思っております。 

 

【田中会長】 ありがとうございます。今は、東京都の処分場では受け入れていないんですか。  

 

【産業廃棄物対策課長】 今は、飛散性はセメント固化した上で二重袋で受けていますけれど

も、非飛散性についてはまだ受け入れていません。 

 

【田中会長】 受け入れていないその根拠は、何かありますか。 

 

【産業廃棄物対策課長】 安定型処分場であることが一つの大きな部分です。 

 

【田中会長】 安定型の処分場で処分できるから、管理型の処分場を使うことはないというこ

とですか。 

 

【産業廃棄物対策課長】 そうです。 

 

【田中会長】 そういう事情ですが、高い料金を払ってでも管理型に入れさせてほしいという

事情ということでしょうか、高橋さん。 

 

【高橋（俊）委員】 我々は、尐量のものをためてどこへ持っているかというと、４トン車の

ダンプで仙台まで行っています。ここに運転手を２人付けて仙台まで走るわけです。隣の千葉

県あたりは、処分場はありますが、詰替え保管系は受け入れられないと。これが現状です。で

すから、安定型に入りますけど、遠いところは仙台や山形まで行きます。今の冬の時季は大変

な時期で、業界としては困っているのではないかなと思っております。 

 

【田中会長】 わかりました。 

 それでは、関口委員、何かありますか。 

 

【関口委員】 特にございません。 

 

【田中会長】 では、杉山委員、どうぞ。 

 

【杉山定員】 今回、この廃棄物審議会での議論に加えていただきまして、大変お世話になり

ましてありがとうございました。 

 せっかくこのようなすばらしい答申がまとまりましたので、これを実現させていくためには、

都と区市町村の連携が大変重要になってくるかと思いますので、先ほども、次の段階として区

市町村との話し合いということをおっしゃいましたが、ぜひその辺を円滑に進めていただいて、

都全体としての廃棄物管理がうまく進むことを切に願っております。本当にありがとうござい

ました。 

 

【田中会長】 では、崎田委員。 

 

【崎田委員】 ありがとうございます。今回参加させていただき、20ページの下の最後のとこ

ろに、「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」という

言葉を入れていただいていますが、これまでの部会での議論のときなども、今後の、いわゆる

2060年にゼロエミッションを達成しないといけないというのが東京の状況ですが、それまでの

ロードマップをみんなできちんとつくっていくような、そのくらいの勢いで真剣に考えていき
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たいですねという意見交換があって、そういう意欲を持っていくことがん、これからこの地域

に根ざすいろいろな主体にとって大事なことではないかと思って参加させていただきました。 

 なお、今回のまとめには、特に今後入れていただきたいという意味ではありませんが、実は、

有料化など一般廃棄物に関してかなり意見を申し上げてきましたが、これはやはり東京都が23

区と多摩の市町村と、一般廃棄物に対する施策がかなり違うということで、23区が今後、減量

に対してどういうロードマップを考えているのかということは、かなりいろいろなところで質

問を受けたり、関心を持っている人がいたりしますので、そういうところは、例えば、一部事

務組合とか区長会の皆さんなどがしっかり考えてくださっている部分ではありますが、そうい

うところの情報をきちんとお伺いしたり、何かそういうところで風通しがいい意見交換ができ

る場があるいいなと思っております。 

 なぜそういうお話をするかというと、そろそろ清掃工場などの建替え期に入るような工場な

どもあって、その住民の方がわりに、今後の清掃工場をどういうふうに修理したり、建て替え

たり、逆に、徐々に減量に向けて減らしていくのかというような道筋を考えているのかという

質問を受けることもありますので、そういう話し合いができる場が徐々に今後は必要になって

くるのではないかと思っております。よろしくお願いします。 

 

【田中会長】 大事な指摘だと思います。 

 黒川委員、何かございますか。 

 

【黒川委員】 計画委員でもずっとかかわってきましたし、今回、僕は１回も休まなかったと

思いますで、言うことはないのですが、この報告書がもう尐し頭でっかちでいいのではないか

と思いました。つまり、18ページ以降が前に来て、一つ一つの計画の話は後ろに来るぐらい、

先行的な国内への情報発信、国際的な情報発信ができるようになってもいいのではないかと思

って、ずっと議論してきました。 

 

【田中会長】 ありがとうございました。 

 石塚委員、何かご発言がございますか。 

 

【石塚委員】 長い間、いろいろとありがとうございました。意見ということですので一言申

し添えます。 

 17ページに「国際協力の推進」ということがありますが、私は、姉妹都市その他交流の関係

でアジアのほうへ行きますが、廃棄物に関しては日本が先進国とあちらも理解しているようで、

昨年夏でしたか、ジャカルタからおいでになってこちらで対応されたのではないかと思います

が、ジャンカルタ市なども、ごみその他の問題に苦心しておりまして、昨年の 10月には、カル

フォルニアのモーガンヒルというところで、私どもの町のごみの関係を見学に来られました。

それから、先月は、タイのシラチャ市というところが、見学したいということで来ましたが、

これについては、こちらのほうが取り込んでいたものですからお断りしたのですが。 

 そういうことで、海外でも東京都またはその関係のほうに興味を持っているというか、注目

しておりますので、この「国際協力の推進」ということを、内々でまた大変でしょうが、よろ

しくご対応のほどをお願いしたいと思います。私どものような小さな町にでもそういう問い合

わせや見学の申込があるくらいですから、各国とも悩んでいることだと思います。この点でも、

先進的な東京都としては対応を今後ともよろしくお願いしたいと思っております。 

 以上です。 

 

【田中会長】 ありがとうございました。 

 ほかにご発言はありませんか。 

 

【小泉部会長】 先ほど尐し意見を申し上げまして、今後の技術面での共同研究をよろしくお



 15 

願いしますという点がありました。また、私は計画部会の部会長として、計画部会の皆様には

本当にご協力いただきまして、ありがとうございました。 

 今回の審議会の部会では、先ほど田中会長がお話しになりましたように、前回は、廃プラを

焼却不適物から埋立不適物にするという目立つ部分が５年前はありましたが、今回は地味で、

どうしようかなという思いが最初のスタートのところではありました。 

 ただ、この中に書き込まれている静脈ビジネスにつきましては、今、水道のほうでは水ビジ

ネスということで都庁のほうでも一生懸命に対応されているということですし、今までは動脈

ビジネスで世界のナンバー２まで来たと思いますが、これからの21世紀は、この静脈ビジネス

も含めて、動脈・静脈ビジネスでナンバーワンを目指していくような時代が来てほしいと思い

ますので、ぜひこの辺のところをよろしくお願いしたいということと、18ページ以降について、

先ほどご意見が黒川委員からございましたが、後ろのほうにはありますが、今回の廃棄物審議

会の答申内容としては、ぜひこうしたところを、先を見据えて、環境局のほうでよろしくお願

いしたいと思います。 

 今後の具体的な展開につきまして、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

【田中会長】 ありがとうございました。 

 本日は貴重なご意見をいただきました。熱心にご議論いただきましたので、この内容を十分

に留意して、審議会の答申としては、一部ワードの修正がありますが、その辺は会長に一任し

ていただければと思いますが、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、本日は大野環境局長にご出席していただいておりますので、局長に

答申をお渡ししたいと思います。 

 東京都知事石原慎太郎殿。東京都廃棄物審議会会長田中勝。東京都廃棄物処理計画の改定に

ついて。平成22年２月１日付２１環廃循第４６３号で諮問された事項については、別添「東京

都廃棄物処理計画の改定について」のとおり答申いたします。 

 

（答申書手交） 

 

【大野環境局長】 どうもありがとうございました。 

 

【田中会長】 それでは、東京都を代表して、大野環境局長から一言ご挨拶をお願いしたいと

思います。 

 

【大野環境局長】 ただいま田中会長から、「東京都廃棄物処理計画の改定について」の答申

をいただきました。石原知事から諮問させていただきましたのは昨年２月１日ですので、ちょ

うど１年間ご審議いただいたことになります。この間、田中会長、小泉部会長をはじめ、委員

の皆様方から大変熱心なご議論をいただいたことに改めて感謝を申し上げたいと思います。  

 先ほど担当の課長から申し上げましたように、本日いただきました答申につきましては、こ

の後、法定の手続きである区市町村からの意見をさらに踏まえまして、今年度中に廃棄物処理

計画の改定を行ってまいりたいと思っております。 

 本日もいろいろご議論いただきましたように、これからの環境行政の中では、気候変動対策

と資源循環行政の２つが大きな柱になっていくかと思っております。そうした点で、お話もい

ただきましたように、先進的な施策を進めまして、これを、全国あるいは世界に発信してまい

りたいと考えております。 

 この審議会は、東京都のさまざまな主体の方にご参加いただいておりますが、今後とも、廃

棄物行政、資源循環行政を推進していくためには、都民、ＮＧＯ、関係業界の皆様、さらには
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大学や研究機関の皆様、いろいろな主体の方のご協力が必要ですので、今後ともいろいろな局

面で東京都の環境行政にご支援を賜りますようにお願い申し上げまして、改めて御礼の挨拶と

させていただきます。本日は誠に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。 

 ほかに特に発言がなければ、これで本日の審議はすべて終了いたしました。 

 本日はどうもありがとうございました。 

 

午後５時21分閉会 

 


