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前 文 
 

私たちの生活は、物質的には過去に例を見ないほど豊かになった。身

の回りには物が洪水のようにあふれ、次々と売り出される新製品は、私

たちの購買欲をかき立てる。一方で、古い製品が、まだ使える物であっ

ても捨てられ、また、大量の食品が箸をつけられることなくごみとなる。

物を大切にする習慣が薄れ、捨てることが私たちの日常生活において、

当たり前のようになっている。 

 このような大量生産・大量消費・大量廃棄の社会は、地球環境の破壊

や資源の枯渇問題、そして最終処分場のひっ迫などの廃棄物問題を引き

起こしている。子や孫の世代にまで及ぶ、重い課題である。 

 

東京都清掃審議会
（※１）

の累次の答申に基づき、都は、事業系ごみの全面

有料化
（※２）

や資源回収における東京ルール
（※３）

の導入など、廃棄物問題の解

決に向けた先駆的な取組を行い、一定の成果を上げてきた。また、都民

や事業者も様々な自主的取組を行っている。それにもかかわらず、この

問題の出口は未だ見えてこない。 

出口の見えないいらだちは、都民、事業者、行政のそれぞれの不信感

を増幅させ、問題をますます複雑にしている。 

しかし、都は、問題を先送りにせず、都民、事業者、行政の間のもつ

れた糸を解きほぐし、廃棄物対策を先導していかなければならない。首

都圏、そして全国を巻き込む「風」を起こし、深刻なわが国の廃棄物問
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題を解決すべく、積極的な取組が求められている。 

 

当審議会は、平成１２年１０月に東京都知事より諮問を受け、今後の

都の廃棄物行政のあり方について、精力的な検討を行った。 

 検討に当たっては、循環型社会の実現を政策目標に掲げつつ、都の責

任や役割など、都が廃棄物対策を進めるに当たっての基本的考え方を明

らかにした。そのうえで、既存の制度やしがらみにとらわれない大胆な

発想で、これを再編すべきことを提言した。 

大量に廃棄物を排出する東京が、廃棄物問題の解決に向けて果たすべ

き責任と役割は大きい。廃棄物問題を解決し、環境という私たちにとっ

てかけがえのない財産を、次なる世代に確実に引き継ぎ、共有していく

ためにも、ここで行う提言を早期に実行することを強く求める。 
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第１章  検討の背景 
 

１ 深刻さを増す東京の廃棄物問題 

［減らない廃棄物］ 

政治経済の中心であり、多様な文化と情報の発信拠点である東京か

らは、毎年、大量の廃棄物が発生している。資源回収や中間処理によ

る減量化が進み、最終処分量は確実に減ってきてはいるものの、発生

量自体は相変わらず多く、廃棄物の発生抑制が進まない状態が続いて

いる。
（資 料 １，２）

加えて、近年、廃棄物の質が多様化し、リサイクルや適

正処理のコストが増加する傾向も見受けられる。   

大量生産・大量消費・大量廃棄の社会は、依然として変わっておら

ず、廃棄物が減らない現実が私たちに重くのしかかっている。  

［産業廃棄物処理の危機的な状況］ 

不法投棄や不正輸出事件、焼却施設におけるダイオキシン類
（※４）

の問

題の続発により、産業廃棄物に対する都民の不信感が高まっている。

これらの不信は、実態に合わない法制度のみならず、都をはじめとす

る行政にも向けられている。 

現在、住民の十分な理解を得たうえで産業廃棄物処理施設を建設す

ることは、非常に困難となっている。この結果、最終処分場の寿命は

先細りとなる一方であり、首都圏においては、事態は深刻の一途をた

どっている。 

また、焼却施設については、平成１３年１月から実施されている既
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存施設に対するダイオキシン類の濃度規制
（※５）

により、相当数の施設が

操業を停止している。規制が強化される平成１４年１２月以降は、さ

らに施設の休廃止が進むと見込まれている。 

施設の整備が進まず、行き場を失った産業廃棄物が不適正に処理さ

れ、あるいは不法投棄されることになれば、住民の不信感は一層強く

なる。行き着く先は、わが国の産業廃棄物処理システムの崩壊に他な

らない。 

産業廃棄物は、現在、都道府県をまたがって広域的に処理されてい

る。都内から排出される産業廃棄物も、最終処分量の７割強が都外で

処分されており、
（資料３）

そのすべてが必ずしも適正に処理されていない

実態は、他県住民の東京の廃棄物に対する不信を招いている。地域と

しての東京の責任は、決して軽くはない。 

都は、この現実を真摯に受け止め、関係自治体との連携を図りなが

ら、産業廃棄物問題の解決に向け、全力を尽くす必要がある。産業廃

棄物の処理さらには廃棄物行政全体に対する信頼の回復に向け、掛け

声倒れに終わらない実効性ある取組を強く期待したい。 

［一般廃棄物の最終処分場の限界］ 

一般廃棄物については、都は、これまでにも都民、事業者、区市町

村と一体となって様々な取組を行い、一定の成果を上げてきた。しか

し、先に指摘したとおり、その発生量は依然多く、また、回収した資

源の利用が進まないという問題も生じている。 

都内に新たな一般廃棄物の最終処分場を確保することは、極めて困
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難である現状を厳しく見据え、危機感を持って最終処分量をできるだ

けゼロに近づける努力を続けていかなければならない。 

 

２ 都民、事業者の意識や行動の変化 

  廃棄物の減量が云われて久しい中、物質的豊かさを追い求め続ける

私たちの行動様式は、なかなか変わらない。しかし、私たちの意識は、

遅ればせながら少しずつ進んでおり、最近は、それが都民や事業者の、

廃棄物の減量に向けた具体的な行動となって現れるようになっている

など、望ましい方向に動き出している。 

  例えば、都民の間には、再生品を利用した製品や、廃棄物になりに

くい製品をできるだけ購入するなど、環境への負担に配慮した消費行

動が浸透しつつある。また、このような消費者の需要に対応した商品

も増えてきている。
（資料４） 

  事業者の取組も一層盛んになってきた。ＩＳＯ１４００１
（※６）

の認証

取得
（資料５）

やＬＣＡ手法
（※７）

の製品設計への導入、ゼロ・エミッション
（※８）

への取組などが先進的な企業のスタンダードとなりつつあり、また、

環境ラベル
（※９）

や環境会計
（※１０）

などを導入し、自らの環境への取組を、積

極的に外部に発信しようとする動きもある。 

  廃棄物・リサイクル関連産業についても、排出事業者の意識の高ま

りや、新たな廃棄物・リサイクル関連法の施行により、新規ビジネス

が次々に立ち上がるなど活発化している。素材産業が廃棄物を原料と

して積極的に利用するなど、ビジネスの態様にも新たな展開が見られ
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る。 

  もちろん、これらの取組は、まだ緒についたばかりである。このよ

うな取組が、近い将来、都民や事業者にとって自然な、また、経済的

合理性がある行動となるよう定着させていかなければならない。 

今まさに時代の転換期である。人々の主体的な行動を引き出し、既

存のシステムや都民のライフスタイルを転換する原動力となる、新し

いルールやメカニズムを、都民、事業者、行政が協働して創りあげて

いくことを強く望みたい。 

 

３ 十分には機能していない廃棄物・リサイクル関連法 

  循環型社会形成推進基本法（以下「基本法」という。）をはじめとす

る一連の廃棄物・リサイクル関連法が整備された。
（資 料６）

これにより、

わが国が目指す循環型社会の方向性が打ち出され、その意味では、循

環型社会の形成に向けた骨格が形づくられたと評価できよう。 

しかし、これらの法律は、様々な問題を抱えており、全体として十

分に機能しているとは言い難い。
（資 料７）

ここでは、基本法と廃棄物の処

理及び清掃に関する法律（以下「廃棄物処理法」という。）をめぐる問

題を指摘したい。 

基本法は、わが国の廃棄物・リサイクル対策を総合的かつ計画的に

推進するための基本的な事項を定めたもので、関連法を統括する役割

を果たすべきことが期待されている。 

しかし、実際に廃棄物処理を規制する廃棄物処理法には、基本法が
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云う循環資源の再使用や再生利用の促進の考え方は、十分に生かされ

ていない。基本法の理念が徹底されていないため、結果として、リサ

イクルが進まないなど循環型社会の実現に支障が生じている。 

 基本法の理念を実のあるものとするためには、関連法全体の有機的

連携を図っていかなければならない。各法の趣旨・目的を踏まえつつ

も、基本法と各法との調整を行うなど、体系的な見直しが求められる。 
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第２章 都の廃棄物行政の基本的方向 
 

 大量生産・大量消費・大量廃棄の社会を見直さない限り、廃棄物問題

は解決しない。 

都民や事業者の、自由な経済活動や消費行動は尊重されなければなら

ないが、このような社会を変えていくためには、物の流れを生産から廃

棄まで一体としてとらえ、その流れ全体を通じて、環境に与える負荷を

できる限り抑制しようとする仕組みを、社会経済システムの中に積極的

に取り込んでいく必要がある。 

 都の廃棄物行政の目標が、このようなシステムに根ざした「循環型社

会」の実現にあることは、今後も変わりはない。しかし、先に指摘した

とおり、都の廃棄物行政を取り巻く環境は、ここ数年で大きく変化して

おり、新たな施策を展開するうえでの基本的考え方は、これを再編すべ

きであると考える。 

 東京の廃棄物問題を、これ以上放置することは許されない。いささか

重い注文ではあろうが、循環型社会の実現に向け、国や他の自治体を先

導し、民間事業者の能力を最大限に活用しながら、広域的に対応すべき

課題、地域に共通する課題、さらには緊急を要する課題に取り組むこと

を、都に強く求めたい。 

 

１ 役割の再編 

大量生産・大量消費・大量廃棄の社会を見直し、循環型社会を実現
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していくためには、都民、事業者、行政のそれぞれが、自らの責任と

役割に基づき、廃棄物の減量に向けた主体的な行動を起こしていくこ

とが求められる。 

先に指摘したとおり、廃棄物問題は、近年特に深刻かつ複雑になっ

ている。規制を強化すべきものは、果断にこれを進めるべきであると

考えるが、一方で、あらゆる問題に行政が関与しながら、その解決を

図っていく手法は、時代の変化の激しい昨今、必ずしも有効に機能し

なくなっている。 

都民、事業者の意識や行動は、変化している。また、リサイクルや

適正処理に関する事業者の技術やノウハウは、日々進歩している。 

都は、今後の廃棄物行政を進めるに当たっては、制度や情報インフ

ラの整備など、都民の自主的かつ積極的な取組や事業者の能力・技術

を育むような、循環型社会の実現に向けた土台づくりや、新しい循環

システムのコーディネート、さらには事業者にルールを厳格に遵守さ

せていくことなどを中心に、その役割を果たしていくべきである。 

 

２ 自治体間の連携 

［区市町村との連携］ 

区市町村が元気である。都内の区市町村はもちろん、地方分権の追

い風を背に、全国の様々な市町村が地域独自の施策に取り組み、一定

の成果を上げている。廃棄物対策についても、都道府県に頼らず自主

的にこれに取り組んでいく機運が高まっていると聞いている。 
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区市町村の行政能力は高い。都と区市町村は、合理的な役割分担の

下で、相互に連携しながら、都民、事業者、行政のそれぞれにとって

効果的かつ効率的な廃棄物行政を進めていくべきである。 

例えば、一つの区市町村の地域内で事業を行っている中小事業者に

対する働きかけについては、産業廃棄物についても区市町村が一定の

役割を担っていく一方、生産流通段階に遡った対策や、広域的に事業

展開する大規模事業者への働きかけについては、一般廃棄物について

も都が一定の役割を担っていくことが望ましい。 

また、都は、区市町村に対し、区市町村に共通する廃棄物行政の今

後の方向性を提起し、議論を重ねていくべきである。区市町村の自主

性や独自性を尊重しつつも、都と区市町村とが力を合わせ、望ましい

協力関係を構築し、都民や事業者の期待に応えていくことが必要であ

る。 

［首都圏自治体との連携］ 

産業廃棄物の不適正処理の撲滅や、不法投棄に伴う原状回復などの

問題は、広域的に対応すべき問題でもある。都は、都の領域を越えて、

首都圏自治体との連携を強化したうえ、引き続き厳しい姿勢でこれに

取り組んでいかなければならない。 

また、処理困難な産業廃棄物の適正処理や新たなリサイクルシステ

ムの構築、これらに必要な施設の整備さらには廃棄物問題を解決して

いくために必要な制度改革についても、首都圏自治体の連携により、

これを進めていくことが必要である。首都圏自治体の総力を結集し、
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制度改革に向けたうねりが全国に波及するよう、積極的かつ先導的な

行動を、都に強く期待したい。 

 

３ 制度改革 

廃棄物問題の解決には、既存の制度の見直しが不可欠である。都民、

事業者、行政のそれぞれの責任や役割が全うされるよう、都は、必要

な改革に勇気を持って当たるべきである。 

制度の見直しは、一般廃棄物、産業廃棄物を問わず、排出者責任の

徹底と拡大生産者責任の強化を基本に、これを行っていくべきである。 

すなわち、消費あるいは廃棄の段階で、廃棄物の発生抑制やリサイ

クルを効果的に進めていくためには、都民、事業者など廃棄物の排出

者は、自らが排出した廃棄物について、一定の責任を負うという排出

者責任の徹底が必要である。 

また、生産あるいは流通の段階から廃棄物の発生抑制を進めていく

ためには、製品の生産者等が、使用済み製品のリサイクルや処理を自

ら行う、あるいはその費用を負担するという拡大生産者責任の考え方

を強化していく必要がある。 

さらに、廃棄物処理法における廃棄物の区分については、都民、事

業者、行政のそれぞれの役割のあり方を踏まえた見直しを検討するこ

とが必要であると考える。 

  このため、都は、引き続き関係法令の改正を国に強く働きかけてい

くとともに、法令に定めのない事項や、これを補完すべき事項につい
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ては、都民や事業者の取組が一層進むよう、きめ細かな施策を展開し

ていかなければならない。 

 

都の今後の廃棄物行政につき、新たな施策を展開していくうえでの

基本的考え方を示してきたが、同時に、都は、透明性の高い、信頼で

きる廃棄物行政の運営を徹底していかなければならない。 

  廃棄物問題の解決に向けた、都のこれまでの努力は承知しているが、

問題がより深刻化する中で、都の取組が都民や事業者に必ずしも十分

に理解されているとは言い難く、それが廃棄物問題に対する双方の意

識のずれを生み出している。 

  都は、情報開示を一層進めていくなど、あらゆる施策について説明

責任を果たしていく一方、都民や事業者の多様な意見を真摯に受け止

めながら、その実施につき十分な理解と協力を得ていくことが必要で

ある。 

厳しい局面に立たされることも少なくないと考えるが、これまで以

上の努力を都に強く求めたい。 
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第３章 新たな仕組みの構築に向けて 
 

１ 都民、事業者の行動の変革 

（１）事業者自己回収の促進 

   事業者による自己回収は、生産者等が生産あるいは販売した製品

や容器などを自ら回収する制度であり、拡大生産者責任の考え方を

具体化する一手法である。 

   これにより、生産者がリサイクルしやすい製品や廃棄物になりに

くい製品を開発したり、処理しにくい素材の使用を抑制するなど、

製品の設計・製造の段階から、廃棄物の発生抑制や環境配慮を組み

入れる効果が期待できる。 

   現在の自己回収品目
（資料８）

は、特定家庭用機器再商品化法（家電リ

サイクル法）に定めるエアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機や、資源

の有効な利用の促進に関する法律（資源有効利用促進法）の指定再

資源化製品
（※１１）

であるパソコンや蓄電池
（※１２）

、法律には規定されてい

ない複写機のトナーカートリッジなどである。 

また、使用済み自動車のように、現在、国においてその法制化が

検討されている品目もあるが、その対象は依然少ない。 

     このため、都は、生産者等の協力を得て、事業者自己回収制度を

普及拡大していくべきである。 

   その対象としては、大量に流通しているもの、リサイクルや適正

処理が技術的・コスト的に困難な傾向にあるもの、稀少金属や有害
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物質を含むものなどを選定すべきである。具体例として、電子情報

機器類や在宅医療器具などが想定される。 

その普及拡大に当たっては、地域的に限定して実施が可能か、リ

サイクルや処理に要する費用の負担をどこに求めるか、あるいは消

費者の理解と参加をどのように得ていくかなどについて考えていく

べきである。 

また、事業者の取組を支援するため、一定の要件に該当するもの

については、業の許可を不要にするなどの規制緩和を国に働きかけ

ていくべきである。 

（２）産業廃棄物処理施設等の整備の促進 

     都内からは毎年、大量の産業廃棄物が排出されており、最終処分

の多くが他県で行われていることから、東京はまず発生抑制、リサ

イクルを進め、さらに都内における処理率を高めていかなければな

らない。 

   また、産業廃棄物の問題は、首都圏全体の課題であることから、

七都県市
（※１３）

の広域的な役割分担と相互の連携の下に、リサイクル施

設や処理困難な産業廃棄物の処理施設などの立地を図り、これらの

課題へ対応しつつ、新たな環境産業の育成を進めていかなければな

らない。 

   これらの施設の整備に当たっては、国の強力な支援が不可欠であ

る。都は、民間事業者が積極的な事業展開を図れるよう、新たな補

助制度の創設等を、七都県市の総力を結集しながら国に強く求めて
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いかなければならない。 

（３）その他の施策 

 ［再利用の促進］ 

   都は、建設資材への再生品の積極的な活用など、自らが率先して

再生品の調達を推進し、再生品を市場の中に定着させていくととも

に、溶融スラグ
（※１４）

やエコセメント
（※１５）

など、今後、需要の拡大が必

要な再生品の利用促進を図る仕組みづくりを進めていくべきである。 

 ［処理の信頼性の確保］ 

    廃棄物処理施設に対する不信を払拭し、処理の信頼性を確保する

ためには、施設やその維持管理に関する情報の公開を義務づけるな

ど、運営面における透明性を高め、都民の理解を得ることが必要で

ある。 

   また、排出事業者が適正な産業廃棄物処理業者を選定できるよう、

産業廃棄物処理業者にも、情報公開を義務づけるとともに、国際標 

準化機構が定めた環境マネジメントシステムの規格ＩＳＯ１４００１

の認証取得などを誘導していくべきである。 

 さらに、優良な産業廃棄物処理業者を育成・支援するため、民間  

団体と連携しながら、都独自の講習会を開催していくことも必要で 

ある。 

［経済性等を考慮したリサイクルや処理の方法の明示］ 

 基本法は、廃棄物・リサイクル対策の優先順位を、発生抑制、再

使用、再生利用、熱回収、適正処分
（※１６）

と定めている。そのうえで、 
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環境への負荷がかえって重くなる場合を除き、原則として、技術的、

経済的に可能な範囲でこれに従うこととしている。 

 しかし、個々の廃棄物について、具体的にどのようなリサイクル

や処理の方法が望ましいかは不明確である。 

   都は、リサイクルのためのリサイクルではなく、そのコストやエ

ネルギー消費、環境への負荷などを考慮した望ましい処理やリサイ

クルの方法を明示すべきである。 

 

２ 自治体間の連携 

 （１）家庭ごみの有料化に向けた支援 

     循環型社会を実現していくためには、すべての廃棄物の排出者は、

自ら排出した廃棄物について、一定の責任を負うとの考え方を確立

していく必要がある。また、それを具体化する手法は、廃棄物の減

量の努力が報いられるものでなくてはならない。 

   都民が、ごみの排出に責任を持ち、ごみ減量に努めることを促す

手法として、家庭ごみの有料化が考えられる。 

   有料化による費用負担を抑制するため、都民は、ごみになりにく

く、リサイクルが容易であり、長期使用に耐えられる製品を選択し、

また、使用後も資源としてリサイクルに回すなど、ごみの発生や排

出の抑制が促進されることが期待できる。   

   ごみの排出者に対し、排出量に応じた負担を求めていく家庭ごみ

の有料化は、すでに多摩地域のいくつかの市で実施されており、検
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討を進めていかなければならない課題と考える。
（資料９） 

   家庭ごみの有料化について、都民の理解と協力を得るためには、

行政のごみ処理に要する経費を示すなど、情報公開を一層進め、そ

の必要性や効果を都民に明らかにしていかなければならない。 

   このため、都は、区市町村が家庭ごみの有料化について検討する

際に役立つよう、その処理経費の統一的な算出方法を提示するなど、

有料化に向けた区市町村の取組を支援していくべきである。 

（２）不適正処理の撲滅 

 都内から排出される産業廃棄物の多くが都外で処理されており、

また、他県で不法投棄される産業廃棄物の中には、都内から排出さ

れるものも含まれている。さらに、野外焼却
（※１７）

などは、多摩地域な

ど都内においても依然発生している。 

     不法投棄や野外焼却などの不適正処理
（資料１０）

を防止するには、排出

事業者や処理業者などに対する、規制監視体制を強化しなければな

らない。悪質事犯に対しては許可の取消しを含めた厳しい行政処分

を行うとともに、不法投棄については早期に実行者等を特定し、原

状回復をさせていくべきである。 

   また、不適正処理の広域化に対応した、自治体間の適正処理促進

のための体制を強化していく必要がある。「産廃スクラム２２」
（※１８）

での取組により、自治体間の連携を緊密にしながら、検問や共同パ

トロールを行うことで、不適正処理の未然防止や早期発見を進めて

いくとともに、事業所等への合同立入検査を一層進めていくべきで
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ある。 

   七都県市においても、産業廃棄物の広域移動に対応した自治体間

の連絡体制を整備し、より綿密な情報交換や、指導基準の統一など

を進めていく必要がある。 

   さらに、不適正処理は時間と場所を選ばないので、これを防止す

るためには、網の目のように張り巡らした監視体制が必要である。 

日頃から地域を足場に活動している住民や区市町村等との連携や共

同行動などにより、多角的な監視体制を確立していくべきである。 

（３）その他の施策 

 ［廃プラスチックのサーマルリサイクル等に関する調査･検討の推進］                               

   廃プラスチックは、破砕されただけで埋め立てられているものが

多く、最終処分場に過大な負荷をかけているのが現状である。 

     このため、可能な限り廃プラスチックの発生抑制やマテリアルリ

サイクルを進めつつ、サーマルリサイクルによりこれをエネルギー

源として活用することを含め、リサイクル、処理のあり方の調査・

検討を積極的に推進し、貴重な埋立処分場の一層の延命化を進めて

いくべきである。 

［環境学習の推進］ 

廃棄物問題は、私たちのライフスタイルや事業活動と密接に関

わっている。都民や事業者は、自らの活動が、生活環境や地球環境

にどのような影響を及ぼすかなどについて十分な認識を持ち、実際

の行動に活かしていく必要がある。 
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    環境学習の推進によって、環境負荷の少ない行動様式が「当たり

前」のものになることが望まれる。 

    都は、情報、プログラム、人材等を的確に提供することにより、

区市町村などが実施する環境学習が進むよう、必要な支援を行い、

都民や事業者の自主的な行動を促進していくべきである。 

  ［廃棄物に関する調査研究］ 

     廃棄物の発生抑制やリサイクル、あるいはその適正処理を進めて

いくためには、これらの仕組みや手法について、調査研究を重ねて

いくことが不可欠である。 

     都は、これらの調査研究に必要な人的資源を有している。これを

最大限に活用しながら、国や民間の技術開発と連携しつつ、先駆的

かつ先導的な調査研究を行い、その成果を活用していくとともに、

区市町村への技術的支援を行っていくべきである。 

 

３ 合理的な制度づくり 

 （１）廃棄物・リサイクル関連法の見直しと補完                        

平成１２年に、基本法をはじめとする一連の廃棄物・リサイクル

関連法が制定、改正された。 

     しかし、先に指摘したとおり、これらの法律は、様々な問題を抱

えており、全体として十分に機能しているとは言い難い。
（資料７） 

     このため、都は、引き続きその見直しを国に強く働きかけていく

とともに、法令に定めのない事項やその規定が不十分な事項につい
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ては、都民や事業者の取組が一層進むよう、国に先んじて必要な補

完を行っていく必要がある。 

（２）廃棄物の定義・区分の見直し 

  ア 廃棄物の定義 

    廃棄物処理法は、廃棄物の定義を「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、

汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚

物又は不要物であって、固形状又は液状のもの」と定めている。  

    廃棄物に当たるかどうかの判断基準については、国の通知は、

「廃棄物とは、占有者が自ら利用し、又は他人に有償で売却する

ことができないために不要になった物をいい、これらに該当する

か否かは、占有者の意思、その性状等を総合的に勘案すべきもの

である。」としている。
（資料１１） 

    このように、廃棄物の判断基準に、「占有者の意思」や「取引価

値の有無」を加味しているため、敷地内に使用済み自動車が大量

に積み重ねられている状態であっても、同法の適用ができない場

合がある一方、リサイクル可能なものが有償で売却されないこと

を理由に廃棄物とされ、同法の規制を受ける場合があるなど、結

果的に適正処理やリサイクルが進まない実態が見受けられる。 

このため、廃棄物の定義については、現在の判断基準のあり方

を含め、国にその見直しを働きかけていくことが必要であると考

える。 

見直しの方向としては、リサイクル可能なものを、あらかじめ
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廃棄物の範囲から除外する考え方や、廃棄物の定義そのものを置

かず、物の性状に応じてその処理方法などを定める考え方などが

検討された。 

しかし、使用や売却の意思を偽って放置された物が環境汚染を

引き起こす事例が少なくない現状を踏まえると、このような事例

についても廃棄物としての規制が加えられるよう、その判断基準

の見直しを行う必要があると考える。 

すなわち、生活環境の保全上支障が生じ、あるいは生ずるおそ

れのある物については、保管形態など一定の要件の下に、占有者

の意思や取引価値の有無にかかわらず、これを廃棄物の範囲に含

めるよう新たな基準を設けるべきである。 

そのうえで、廃棄物の範囲に含まれる物のうち、リサイクル可

能なものについては、一定の要件の下に、許可その他の規制を緩

和すべきである。
（資料１３） 

 イ 廃棄物の区分  

    廃棄物処理法は、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え

殻、汚泥などの２０品目を産業廃棄物とし、産業廃棄物以外の廃

棄物を一般廃棄物としている。
（資料１２） 

このため、ペットボトルやボールペンのようなプラスチック製

品が、家庭から廃棄物として排出されれば一般廃棄物となり、事

業所から排出されれば産業廃棄物となるように、同じ物でありな

がら、排出場所の違いにより、その後の処理の流れや規制が異
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なってくる。 

     廃棄物の処理を委託された処理業者から見れば、同じ物を処理

するのに、一般廃棄物処理業
（※１９）

、産業廃棄物処理業
（※２０）

という双

方の許可が必要となる。また、廃棄物を資源として循環させるた

めには、資源化施設の偏在等から広域的な移動が望ましいが、一

般廃棄物の場合、区市町村ごとに業の許可が必要である。 

    加えて、現在、特別管理一般廃棄物
（※２１）

と特別管理産業廃棄物
（※２２） 

に区分されている爆発性、感染性等を有する廃棄物については、

安全性を確保する観点から、その特性を熟知している事業者が自

らの責任において処理を行うことが望ましいにもかかわらず、特

別管理一般廃棄物に該当するものについては、区市町村がその処

理責任を負っている。 

    このため、廃棄物の区分についても、区分を設けることの適否

を含め、国にその見直しを働きかける必要があると考える。 

      見直しの方向としては、まず、事業所から排出された廃棄物を

産業廃棄物に、それ以外の廃棄物（家庭ごみ）を一般廃棄物に区

分する方法や、これらの区分そのものを撤廃する方法が考えられ

る。 

しかし、行政責任のあり方や、一般廃棄物の排出量のうち相当

程度が事業所から排出された廃棄物により占められ、かつ、産業

廃棄物の最終処分量の７割強が都外で処分されている東京の現

状などを考えあわせると、長期的にはともかく、当面は、適正処 
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理やリサイクルが一層進むよう、以下の見直しを行っていくべき

であると考える。 

すなわち、廃棄物の区分については、適正処理を徹底していく

観点から、まず、爆発性、毒性、感染性等の性状を有するなど処

理の安全性を確保すべき廃棄物を「特別処理廃棄物」（仮称）とし

て、一般廃棄物又は産業廃棄物から独立させ、これについては、

排出事業者又は生産者若しくは販売者にその処理責任を求めるこ

とが望ましい。 

その一方で、リサイクルを一層進めていく観点から、リサイク

ル可能なものを、生活環境への影響が少ない所定の方法でリサイ

クルする場合には、業や施設の許可を不要とするなどの規制緩和

を行っていく必要があると考える。
（資料１３） 

なお、廃棄物の定義・区分の見直しの内容を例示的に図解する

と、次のとおりである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

［特別処理廃棄物］（仮称）  
 爆発性、毒性、感染性等の性状を有するなど処理の安全
性を確保すべき廃棄物  

排出事業者、生産者等の処理  
 

［一般廃棄物］ 
市町村の処理  

［産業廃棄物］ 
排出事業者の処理  

生活環境の保全上支障が生じ、  
あるいは生ずるおそれのある物  廃棄物の範囲の拡大  

新 区 分 の 設 定  

［リサイクルが可能で、所定の方
法でリサイクルされる廃棄物］  

業の許可  
施設の許可  等  規制緩和  

 

リ サ イ ク ル を 促 進

するための規制緩和  
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（３）その他の施策 

 ［建設廃棄物の再資源化・適正処理の促進］ 

    建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル

法）は、建設資材廃棄物の分別と、そのうちの４品目（コンクリー

ト、鉄筋コンクリート、木材、アスファルト）のリサイクルを義務

づけている。 

建設廃棄物は、都内から発生する産業廃棄物の中で、量的に高い

割合を占め、今後、建築物等の多くが更新期を迎え、発生量の増大

が予想されることから
（資料１４）

、リサイクルと不適正処理の防止を一層

進めていくことが必要となっている。 

 このため、都は、これらの４品目以外の建設廃棄物についても、

工事発注者がリサイクルや適正処理の確認を行う仕組みをつくるこ  

となどを、関係部署で協議しながら検討していくべきである。
（資料１５） 

［産業廃棄物処理計画書を提出すべき多量排出事業者の範囲の拡大］ 

廃棄物処理法では、前年度に１，０００トン（特別管理産業廃棄

物については５０トン）以上の産業廃棄物を排出した多量排出事業

者に対し、産業廃棄物処理計画書の提出を義務づけている。 

しかし、この制度は、対象事業者の範囲が限られているため、減

量化に向けた取組が事業者に広く浸透せず、結果としてこれが産業

廃棄物の発生抑制につながらないおそれがある。 

このため、都は、その範囲の拡大を国に働きかけるとともに、産

業廃棄物のみならず、一般廃棄物を合算した排出量により多量排出

事業者の範囲を定める都独自の措置を設けるなど、制度の拡大に努

めるべきである。 
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おわりに － 循環型社会への扉を開く － 

 
 低成長経済や少子高齢社会の進展など、わが国の社会経済の構造変化

が進んでいる。成長神話は過去のものとなり、経済発展を支えた日本型

システムも、今やほとんど機能しなくなっている。 

 経済の発展が必要であることは、否定しない。しかし、過度の産業優

先・経済優先は、決して都民を幸福にするものではないであろう。循環

型社会が、私たちの現実となるよう、これまでの経済優先の考え方や豊

かさを追求する私たちの行動様式は、これを環境と調和した質の高い社

会を実現する方向に振り替えていかなければならない。 
 

 今後の都の廃棄物行政につき、これまで縷々
る る

その進むべき方向を示し

てきたが、これらを実行していくことは極めて多くの困難を伴うであろ

う。こうした提言は、歓迎されないのが常であるし、また、制度の改革

は往々にして、総論賛成・各論反対的な中途半端な形で終わりを迎える

ことも少なくない。 

 しかし、今こそが改革を進める好機である。都民や事業者の意識や行

動が変わりつつある今を逃しては、廃棄物問題の解決はない。様々な軋

轢や葛藤、意見の相違はあろうが、都は、都民や事業者とともにその先

へ確実な一歩を進めていかなければならない。 

 循環型社会への扉は、目の前にある。都民、事業者、都がともに手を

携えこれを開き、環境があらゆる世代に共通の、崇高な財産となるよう

な社会を育み、慈しみ、守り続けていく努力を続けることを切に望みな

がら、結びとしたい。 




