
東京都廃棄物審議会 
議事録 

 
日時：平成１５年６月２０日（金） 

午前１０時から       
場所：東京都庁第二本庁舎     

南側３１階特別会議室２７  
 
【銀林計画課長】 それでは、定刻になりましたので、東京都廃棄物審議会を開催させていただきた

いと存じます。 
委員の皆様にはお忙しい中、ご出席いただきましてまことにありがとうございます。 
私は本審議会の事務局を務めます、環境局廃棄物対策部計画課長の銀林でございます。よろしく

お願いをいたします。 
本日は、最初の審議会ということでございまして、委員の皆様の互選により会長をお選びいただ

くという予定になっております。それまでの間、進行役を務めさせていただきたいと存じます。 
初めにただいまの出席の委員の方１７名でございまして、委員総数２０名の過半数に達しており

ますので、東京都廃棄物審議会運営要綱第６条第１項に定めます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。 
なお、本審議会開催に当たり、本来ならばお一人お一人に委嘱状をお渡しすべきところでござい

ますけれども、本日机上に配らせていただいております。ご了承をお願いしたいと存じます。 
それでは、開会に当たりまして、東京都を代表いたしまして小池環境局長よりごあいさつを申し

上げます。 
 

【小池環境局長】 環境局長の小池でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 
本日は、知事が所用のため出席できませんので、私から一言ごあいさつをさせていただきたいと

思います。 
 委員の皆様方には今回の東京都廃棄物審議会の委員の就任に当たりまして、ご承諾いただきまし

たこと、心から御礼を申し上げたいと思います。 
さて、当審議会は、東京都廃棄物条例によりまして平成１２年に発足いたしました知事の附属機

関でございます。発足以来、新たな廃棄物リサイクル施策のあり方、あるいはまた東京都廃棄物処

理計画までご審議をいただいてまいりました。東京都によっては、当審議会からいただきました答

申に基づきまして、平成１４年１月に東京都廃棄物処理計画を策定しました。その中で首都圏を中

心とした他の自治体と連携した産業廃棄物の不法投棄対策の強化、あるいはまた焼却灰のエコセメ

ントが発明したリサイクルの促進、さらには東京港臨海部でのスーパーエコタウン事業の推進など

に取り組んでいるところでございます。 
しかしながら、廃棄物処理をめぐりましては、まだまだいろいろな多くの課題が残されておりま

す。特に産業廃棄物につきましては、その不法投棄等の問題が深刻度を増しております。東京から

排出されました産業廃棄物が皆様方ご案内のように、青森・岩手の両県の問題となっているという

ように見られるような他県で不法投棄される、こういう例も少なくございません。都といたしまし

ても、これまで以上に産業廃棄物の排出の段階から不適正処理防止を徹底していくための施策を推

進していくことが求められております。 
また、循環型社会を構築していく上では、廃棄物発生抑制とリサイクルの推進が基本となります

けれども、プラスチックのように有効活用されないままに埋め立てられている廃棄物も残っており

ます。これらをどのように扱っていくべきなのか将来に向けた重要な課題となってございます。 
以上申し上げました二つの課題につきまして本日は諮問をさせていただく予定にしておりますけ

れども、東京都は循環型社会への変革に向け、国全体をリードしていく施策を打ち出していきたい

と思っております。 
そこで、委員の皆様方におかれましては、それぞれのお立場から積極的なご意見、ご提案をいた

だければと思っております。どうかよろしくお願いいたします。 
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【銀林計画課長】 続きまして、委員の皆様方のご紹介をさせていただきます。座って失礼をさせて

いただきます。 
お手元に資料１として委員名簿をお配りしてございます。時間の関係でお名前だけの紹介とさせ

ていただきます。 
石塚委員でございます。 
大島委員でございます。 
北村委員は本日都合により、ご欠席と承っております。 
次、黒川委員でございます。 
小泉委員でございます。 
崎田委員でございます。 
桜木委員でございます。 
辰巳委員でございます。 
田中委員でございます。 
中杉委員は本日ご都合により、ご欠席というふうに承っております。 
野口委員でございます。 
野村委員でございます。 
芳賀委員でございます。 
畑委員でございます。 
原山委員でございます。 
福岡委員でございます。 
藤山委員でございます。 
細田委員でございます。 
前田委員でございます。 
なお、室橋委員は本日都合により、ご欠席と承っております。 
続きまして、本日出席しております東京都の幹部職員をご紹介いたします。 
小池環境局長でございます。 
西野総務部長でございます。 

  福永廃棄物対策部長でございます。 
  松本廃棄物技術担当参事でございます。 
  今後ともどうぞよろしくお願いをしたいと存じます。 

続きまして、お手元の資料の確認をさせていただきたいと存じます。資料１として東京都廃棄物

審議会委員名簿、それから、資料２、東京都廃棄物条例の抜粋でございます。資料３といたしまし

て東京都廃棄物審議会運営要綱、資料４、諮問書の写しを入れてございます。資料５、諮問の趣旨、

資料６、東京の産業廃棄物、資料７、産業廃棄物の不適正処理、資料８、産業廃棄物の委託処理に

係る排出事業者責任、資料９、廃プラスチック処理の概要、資料１０、一般廃棄物の廃プラスチッ

クの処分状況、資料１１、スーパーエコタウン事業の概要。 
なお、参考資料といたしまして、東京の環境２００３、産業廃棄物適正処理委託ガイドブック、

東京都廃棄物処理計画を準備させていただきました。お手元におそろいでございましょうか。 
次に、本審議会の運営要綱についてご説明をさせていただきたいと存じます。まず、お手元に資

料２といたしまして、東京都廃棄物条例をお配りしてございます。当審議会はこの廃棄物条例第２

４条に基づいて設置されたものでございます。 
また、資料３といたしまして、東京都廃棄物審議会運営要綱をお配りしてございます。この運営

要綱は廃棄物条例第２４条第９項の規定に基づきまして、審議会の組織及び運営に関して必要な事

項を定めてございます。第６条では、定足数は、委員及び臨時委員の半数以上、表決は出席委員の

過半数によることとなっております。第７条では、条例で審議会に部会を置くことができるという

ことになってございますので、部会長や部会の委員を会長が指名することなどについて定めており

ます。また、第９条では特に必要のない限りこの会議を公開とすることを定めているほか、議事録

の作成についても規定をしております。 
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以下の説明については省略をさせていただきます。 
それでは、これより本日の議事に入らせていただきたいと存じます。まず、会長の選出をお願い

いたします。運営要綱第５条第１項によりますと、会長は委員が互選することとなっております。

ご意見をちょうだいしたいと存じますので、どうぞよろしくお願いをいたします。 
細田委員。 
 

【細田委員】 廃棄物の問題に関しては日本の権威でいらっしゃいまして、なおかつ、東京都の廃棄

物問題に最も詳しい田中先生が会長に就任なさるのが私は至当であるかと存じます。提案させてい

ただきます。 
 
【銀林計画課長】 ありがとうございました。ただいま細田委員から田中委員を会長にというご提案

がございましたが、いかがでございましょうか。 
 

（異議なし） 
 
【銀林計画課長】 ありがとうございます。それでは、田中委員が会長に選出されました。田中会長、

どうぞよろしくお願いを申し上げます。会長席にお着きいただきたいと存じます。 
 

（田中委員、会長席に着席） 
 
【銀林計画課長】 先生、それでは恐縮でございますけれども、一言ごあいさつをお願いをしたいと

存じます。 
 
【田中会長】 会長にということで選出させていただきました田中です。私自身は東京都の昭島市、

それから調布市、今は港区に留守宅があるのですけれども、岡山大学に行って 4 年目になります。 
私、微力ながら、当審議会の円滑な運営に務めてまいりたいと思いますので、皆さん、どうぞよ

ろしくご協力願いたいと思います。 
廃棄物処理やリサイクルについては、いろいろ議論されているところでございますけれども、こ

こではグローバルな評価軸を確立して、本当に望ましい社会というのはどういうことか。循環型社

会と言われておりますけれども、それには合理的な方法でどのように処理したらいいかということ

で理性的に議論していく必要があると考えております。そのために東京都の廃棄物行政が果たす役

割は非常に大きく責任があると思います。 
それで、本審議会の内容は、我が国の全体のモデルにもなるし、また他の自治体に与える影響も

非常に大きいと思っております。そういう意味で日本全体に対する情報発信の機能も持っているの

ではないかと思っております。 
委員の皆様方には、活発によくしていくための議論を、また提言をしていただきたいと思います。

どうぞよろしくお願いします。 
 
【銀林計画課長】 ありがとうございました。それでは、以降の進行につきましては、会長、よろし

くお願いをいたします。 
 
【田中会長】 それでは、議事次第に沿って進めたいと思いますけれども。まず、本日はこの審議会

に対しまして、知事から諮問がありますので、小池環境局長からお受けしたいと思います。 
 
【小池環境局長】 東京都廃棄物条例第２４条第２項の規定に基づき、下記の事項について東京都廃

棄物審議会に諮問する。 
平成１５年６月２０日 
東京都知事 石原慎太郎 

  １．産業廃棄物の適正処理の徹底について 
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  ２．廃プラスチックの発生抑制・リサイクルの促進について 
  よろしくお願いいたします。 
 
【田中会長】 ただいまいただきました諮問書につきましては、写しがお手元の資料４にあらかじめ

配付されているようですので、ごらんいただきたいと思います。 
それでは、事務局からただいまの諮問事項の趣旨説明をお願いいたします。 

【福永廃棄物対策部長】 廃棄物対策部長の福永でございます。 
それでは、今回の諮問の趣旨につきまして、資料５ 諮問の趣旨によりご説明申し上げます。座

らせていただきます。 
 資料５をご覧ください。東京都は、「健康で安全な環境の確保と持続可能な社会への変革を、東

京から実現する」ことを環境基本計画の基本理念として掲げております。また、これを受けまして

策定いたしました東京都廃棄物処理計画に基づき、廃棄物の発生抑制・リサイクル、適正処理の一

層の推進を図り、循環型社会への変革を実現するための具体的な施策を推進しているところでござ

います。 
 しかしながら、産業廃棄物の処理の分野では、なお不正行為、違法行為が後を絶たず、不適正処

理による環境汚染のおそれも顕在化しております。また、有効利用されずに最終処分される廃棄物

も多く残されているのが現状でございます。 
 このようなことから、「産業廃棄物の適正処理の徹底」及び「廃プラスチックの発生抑制・リサ

イクルの促進」の２点につきまして、今後の東京都の施策のあり方を本審議会に諮問するものでご

ざいます。なお、委員の皆様のお手元に東京都廃棄物処理計画をお配りしてございますので、後ほ

どご参照ください。 
最初に「産業廃棄物の適正処理の徹底について」の諮問でございます。恐れ入りますが、資料６

をご覧ください。上のグラフでは東京都内から排出された産業廃棄物の処理量の推移を記載してご

ざいます。平成１２年には約２，５００万トンの産業廃棄物が排出され、そのうち再生利用された

ものは約４９０万トン、焼却脱水等の中間処理により減量された量が約１，７８０万トン、最終処

分された量が約２３０万トンになっております。 
下の円グラフをごらんください。左のグラフでは約２，５００万トンの産業廃棄物がどのような

業種から排出されたものであるかをお示ししてございます。上下水道業から排出されたものが約 

１，４３０万トンと多くは下水処理場で発生する下水汚泥でございます。ついで多いのは、建設業

から排出されたもので約８９０万トン、これは建築物の新築・解体工事や土木工事などから生じる

コンクリート、アスファルト、木屑などのほか、シールド工法などの掘削工事に伴って生じる建設

汚泥も含まれております。また、製造業から排出されたものが約１６０万トン、その他の業種から

排出されたものが約３０万トンとなっております。 
右のグラフをご覧ください。こちらでは東京から排出された産業廃棄物の最終処分量約２３０万

トンのうち、都内で最終処分された量、都外で最終処分された量をお示ししてございます。約７

５％が東京都外で最終処分となっております。 
恐れ入りますが、資料５にお戻りください。「１．産業廃棄物の適正処理の徹底について」でご

ざいます。今、資料でご説明しましたとおり、多くの事業者が産業経済活動を営んでいる東京では

年間約２，５００万トンの産業廃棄物が排出され、最終処分量は２３０万トンにも達しており、そ

の７５％は都外で最終処分されております。 
しかしながら、青森・岩手県境の不法投棄事件のような大規模な不法投棄事件から、解体廃棄物

の比較的小規模な野積みに至るまで、国内では年間約１，２００件の不法投棄が発生しております。

他県で不法投棄された産業廃棄物の中には、東京から排出された産業廃棄物が含まれている例も少

なくございません。 
産業廃棄物の排出事業者を多く抱える東京にとりましては、産業廃棄物の不適正処理を生み出し

ている要因を明らかにし、不適正処理を未然に食い止めていくことが緊急の課題になっております。 
恐れ入りますが、資料７をご覧ください。上のグラフでは環境省が集計した全国の産業廃棄物の

不法投棄事件の件数と投棄量を示しております。平成１３年度の不法投棄事件は、１，１５０件、

不法投棄量は２４万トンとなっております。 
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下の図では、産業廃棄物が不適正処理に流れるルートの概略を示してあります。排出事業者が自

ら不法投棄をする場合もございますが、保管・積替業者や中間処理業者などが処理能力を超える量

の産業廃棄物を引き受け、処理し切れない量を不適正処理へ横流しするケースもございます。多く

の場合は、許可を持たない無許可業者が介在しております。こういった不適正ルートに対しまして

は、徹底した取り締まりが重要でございますが、それだけではなかなか不法投棄の未然防止に至ら

ないというのが実情でございます。 
続いて、資料８をご覧ください。こちらには産業廃棄物の委託処理に係る排出事業者の責任が記

載してございます。廃棄物処理法では第３条第１項で、事業者は、その事業活動によって生じた廃

棄物を自らの責任において適正に処理しなければならないと定められております。 
あわせて、第１１条第１項でも、事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならないと規

定されております。 
このように産業廃棄物の処理に関しては、その廃棄物を排出した事業者に適正に処理する責任が

課せられております。 
ただ、第１２条第３項にありますとおり、必ずしも排出事業者自らが直接に処理する必要はなく、

許可を受けた処理業者に委託処理することも可能でございます。もちろん委託処理を行う場合にも

排出事業者には自らが排出した廃棄物の適正処理を確保する責任がございます。 
そこで廃棄物処理法は、排出事業者に資料８の下の四角に囲った欄に記載してございますような

義務を課しております。許可を有する処理業者に委託すること。その際、文書による契約締結など

廃棄物処理法に定められた基準を遵守すること。そして、最終処分に至るまで、適正処理確保のた

めに必要な措置をとることが求められております。また、産業廃棄物を引き渡す際にマニフェスト

と呼ばれる管理表を交付し、処理業者から送付されてくるマニフェストによって最終処分までの確

認義務が課せられております。 
このような規定に違反して委託した場合などでその産業廃棄物が結果的に不法投棄されてしまっ

たときには、排出事業者に対しましても不法投物の撤去などの原状回復処置をとるよう命令するこ

とができることとされております。 
排出事業者が委託処理を行う場合の基準につきましては、本日お配りしてございます「産業廃棄

物適正委託処理ガイドブック」に詳細が記載してございますので、後ほどご参照ください。 
恐れ入りますが、資料５の諮問の趣旨に戻っていただいて２ページ目をご覧ください。今、ご説

明しましたとおり、廃棄物処理法において、排出事業者は、産業廃棄物の処理を委託する場合、 

最終処分終了までの一連の処理が適正に行われるために必要な措置を講ずることとされております。

しかし、多くの排出事業者は、処理方法を十分に確認せずに価格を優先して委託先を決定し、その

後は処理業者に任せたままにしているのが実情でございます。 
また、処理業者が処理能力を超える量の産業廃棄物を受け入れ、処理し切れない物を無許可業者

へ横流しするケースも発生しております。こうした場合、排出事業者に適正処理に向けての意識が

あっても、処理業者を選定する際、事業実態に関する情報が十分に得られないという問題も指摘さ

れております。 
そこで、今回の諮問でございますが、産業廃棄物の適正処理徹底のため、（１）排出事業者に対

し、処理業者の選定等を適正に行うよう求める施策、（２）産業廃棄物処理の透明性を高め、排出

事業者が信頼できる処理業者を選別しやすくするための施策の２点につきまして、ご検討をいただ

きたいというふうに考えております。 
続きまして、諮問事項２の「廃プラスチックの発生抑制・リサイクルの促進について」の諮問趣

旨についてご説明をいたします。 
プラスチックは、軽量、高強度、加工の容易性などの特徴から、あらゆる分野で使用されており、

廃棄物として排出される量も多くなっております。 
産業廃棄物の廃プラスチックにつきましては、均質なものも多いことから、一定程度のリサイク

ルが既に行われております。さらに東京都では、スーパーエコタウン事業において、ガス化溶融技

術によるサーマルリサイクル施設の整備を目下推進しております。しかしながら、それでもなお、

破砕されただけで埋め立てられている廃プラスチックが多く残っております。 
一方、一般廃棄物の廃プラスチックの処理状況は、産業廃棄物とは事情が異なっております。ペ
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ットボトルやトレーなど容器包装リサイクル法に基づき分別収集され、リサイクルに回っているも

のもございますが、一般廃棄物の場合、廃プラスチックの種類が種々雑多であることに加え、不純

物が混入していることなどから、マテリアルリサイクルにはなじまないものが多くございます。そ

の結果、都内では年間約３０万トンの廃プラスチックが不燃ごみ等として埋立処分されております。

このあたりの情報につきましては、資料９から１１に示してございます。 
恐れ入りますが、資料９をご覧ください。ここでは社団法人プラスチック処理促進協会の資料に

よりまして、全国の産業廃棄物のプラスチックと一般廃棄物のプラスチックの処理状況をお示しし

てございます。 
上の円グラフをご覧ください。産業廃棄物のプラスチックにつきましては、均質なものが多いこ

とから再び材料として再生利用されるものが全体の４分の１、１２７万トンございます。他方、埋

立処分されているものも１９２万トンございます。 
下の円グラフをご覧ください。一般廃棄物の廃プラスチックの場合は、種々雑多なものが混じっ

ておりますので、分別収集され、再び材料として再生利用されるものは全体の４％以下の２０万ト

ンとされております。ペットボトルや発泡スチロールなどが主なものでございます。廃棄物発電、

熱利用焼却という、いわゆるサーマルリサイクルが２２４万トンございます。その他、単純焼却が

１６８万トン、埋立が９８万トンとなっております。 
以上、日本全国の状況でございますが、資料１０では都内での一般廃棄物の廃プラスチックの処

分状況を示しております。ご存じのとおり、都内の多くの区市町村では、プラスチックを不燃ごみ

という区分で分別収集しておりますので、全国の状況とは異なりまして、プラスチックの埋立処分

量が多くなっております。 
上の円グラフをご覧ください。都内の一般廃棄物の埋立処分量を種類別に示してございます。平

成１３年度に埋立処分された一般廃棄物は１０６万トン、うち３０万トンが廃プラスチックと推計

しております。廃プラスチックのほかで埋立処分量が多いものは焼却灰でございますが、これにつ

きましては現在区部では、溶融スラブ化、多摩地域ではエコセメント化の計画が進められておりま

して、近い将来埋立処分されることはなくなる見込みでございます。そうなりますと、埋立処分量

の約半分がプラスチックということになります。 
下の円グラフをご覧ください。こちらは区部の不燃ごみ処理センターに搬入される不燃ごみの中

に含まれるプラスチックの内訳でございます。このように一般廃棄物のプラスチックにはさまざま

な種類が含まれております。 
資料１１をご覧ください。こちらでは先ほどお話したスーパーエコタウン事業につきまして簡単

に紹介してございます。スーパーエコタウン事業とは、首都圏の廃棄物問題の解決を図るとともに、

２１世紀をリードする新たな環境産業の立地を促進し、循環型社会への変革を推進することを目的

に、国の進める都市再生プロジェクトの一環として、東京臨海部にリサイクル・廃棄物処理施設の

整備を進めているものでございます。 
中央防波堤内側埋立地ではＰＣＢ無害化処理施設のほか、産業廃棄物の廃プラスチックのうち、

マテリアルリサイクルに適さない廃プラスチック類等を発電燃料として利用し、廃棄物の適正処理

と高効率の発電を行うためのガス化溶融等発電施設の整備を推進しております。 
また、大田区城南島では、建設廃棄物のリサイクル施設及びその他のリサイクル施設の整備を推

進しております。 
恐れ入りますが、資料５に戻っていただいて、３ページ目をご覧ください。以上のように多くの

プラスチックは有効利用されずに埋立処分されている実態がございます。マテリアルリサイクルに

適さないものも多くございます。 
このようなことから、循環型社会への変革を進めるためには、貴重なエネルギー資源である廃プ

ラスチックのサーマルリサイクルに関する議論を避けて通ることはできない現状にございます。都

民の合意の形成に向けまして、環境への影響やコストなどについて様々な角度から総合的な分析・

評価を行い、今後の方向性を指し示していくことが東京都に課せられた課題と考えております。 
都市と地球の持続可能な発展のためには、まず発生抑制を図りつつ、限られた資源をむだにしな

いようリサイクルを促進していかなくてはなりません。これまで再利用されずに埋立てられていた

廃プラスチックを有用な資源としてとらえ、サーマルリサイクルを含めたリサイクルの促進策につ
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きましてご検討をお願いしたいというのが諮問の趣旨でございます。 
どうぞご審議のほど、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。会の運営に不慣れなもので会議次第の６番目の会長代理の

指名をちょっと忘れてしまいまして、申しわけありませんでした。運営要綱の第５条の第３項で、

会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代

理するというふうになっておりますので、私から会長代理を指名させていただきたいと思います。

黒川委員に会長代理をお願いしたいと思いますけれども、黒川委員、お受けいただけるでしょうか。 
 
【黒川委員】 はい。 
 
【田中会長】 ありがとうございます。それでは、こちらの席へ移っていただきたいと思います。大

変失礼いたしました。 
 

（黒川委員、副会長席に着席） 
 
【田中会長】 よろしくお願いします。それでは、今の趣旨説明に対してご質問、あるいはご意見を

いただきたいと思います。 
まず、「産業廃棄物の適正処理の徹底について」を先に議論したいと思いますが、いかがでしょ

うか。 
不適正処理がいまだに余り減らない。年間１，１５０件。典型的なのが豊島廃棄物です。豊島で

リサイクルをするミミズの養殖のために使うんだ、ということで豊島に持ち込まれた廃棄物が実態

は不法投棄、あるいは野焼きだったということで大きな問題になって、今は修復で５０万トンすべ

て撤去し、そして隣の直島に持ち込んで溶融して、残渣はすべて建設資材として使うと、こういう

プログラムが進行しておりますけれども、そのために莫大な費用を国費と県費を使ってやろうと、

こういうことで、後になったら取り返しがつかない、あるいは国民の莫大な費用がいるという例で

すので、その倍に相当する８０万トン以上の廃棄物が青森・岩手の境に不法投棄されている。こと

しの国会でも審議されて、その修復のための国の予算がついています。こんなことで不適正な処理

を無くするということで諮問いただいております。 
 
【小泉委員】 よろしいでしょうか。 
 
【田中会長】 はい、小泉委員、どうぞ。 
 
【小泉委員】 前回の審議会におきましても産業廃棄物処理計画ということで私は参加させていただ

いたわけですが、特に最近のその不法投棄というのは、新聞紙上でも今会長がおっしゃるようにい

ろんな問題が出ております。 
それで、こういった産業廃棄物につきましては、東京都の場合、特に７５％近くが他県に依存し

ているということもございますので、当然その不法投棄につきましてはきちっと見ていかなければ

いけないし、この適正処理の徹底というこの諮問につきましては、しっかりと検討していかなけれ

ばいけないというふうに思っております。 
それで、特にその産業廃棄物の処理計画が１３年度から１７年度ということで、先ほどお配りい

ただきましたこの東京都廃棄物処理計画においても出ておりますので、今１５年度ということです

ので、中間地点ということもございますので、そういった処理計画がどのように進んでいるかとい

うことも少し横目で見ながらこういった検討を進めていくという、そういうふうに考えております

が、これは意見としてちょっと申し上げたいと思います。 
 
【田中会長】 今、おっしゃったのは、東京都廃棄物処理計画。 
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【小泉委員】 東京都廃棄物処理計画、３３ページに建設廃棄物等のいろんな産業廃棄物に関する施

策ということでいろいろな計画が出ておるわけですが、それぞれ１３年度から１７年度にかけて５

カ年計画で産業廃棄物について計画的にいろいろやっていくという、そういった報告が出ておりま

すので、こういうものを少しどのように進んでいるのかということもやはりある意味では中間年度

に相当すると思いますので、チェックするということも必要ではないかなという、そういうふうに

思っております。 
 
【田中会長】 ありがとうございました。この計画は順調に進んでいるかどうかは説明いただけるの

でしょうか。 
 
【片岡産業廃棄物対策課長】 産業廃棄物対策課長の片岡と申します。 

産業廃棄物の対策につきましては、いろいろこの廃棄物処理計画でうたってあるわけですが、お

おむねこの計画どおりにいっているという認識があります。ただ、個々に小泉委員がおっしゃるよ

うに、１３年度、１４年度が経過した時点ですので、この審議会の中でも少しその検証といいます

か、その辺を考えてお示ししていきたいというふうに思っております。 
 
【田中会長】 ほかにございますか。原山委員。 
 
【原山委員】 私は実務的な立場でちょっとご質問したかったんのですが、平成１３年度の環境省の

このデータを見ますと、不法投棄の件数の４３％は排出事業者とこうなっているわけなのですが、

その排出事業者の中には処理業者の中間処理業者も入っているのでしょうか。その辺がちょっとわ

からないんですが。 
それと、排出事業者が４３％、許可の無い無許可の業者が１５％、それから許可のある業者は

６％とこうなっているわけですが、その他は所有者不明ということで、そのデータから見ますと、

処理業者は必ずしも悪ではないのではないかという感じが私……、立場上言うわけですけれども、

その件データがどういう意味なのかちょっとわからないのですけれども。 
 
【田中会長】 きょうはその説明はいらないですけれども、そういう原因を数字的に解明して、本当

はその不適正処理というのはだれがやっているのか、実態はどうなのか、それから不法投棄はどう

して起こっているのだろうかというような解析をして、その解析に基づいて解決策を提案していく

ということをサジェスションしていただいているんだと思います。 
細田委員。お願いします。 

 
【細田委員】 質問ですが、この青森・岩手県境の不法投棄なのですが、聞くところによると首都圏

のものが約８７％、記憶が正しければ、東京都のものが恐らく６割方あるだろうということなので

すが、この数字は大体ざっくり言って、大体そのぐらいでいいのでしょうかね。 
 
【片岡産業廃棄物対策課長】 青森・岩手両県からの情報によりますと、いわゆる排出事業者リスト

としては１万件強という全体の中で、都内の事業者というのは大体３分の１ぐらい、３，５００強

ぐらいというふうに聞いております。 
 
【田中会長】 ということで、いろいろ原因の一つに都内にきちんとした処理施設、受入先がないと

いうのもありそうですね。それから、もう一つは他県に移動してもいいのだけれども、不法投棄す

るような業者に頼まないというようなことも大事だと、こういうことを意味していますね。 
  ほかにございますか。野口委員。 
 
【野口委員】 諮問の範囲にかかわるご質問になるかと思うのですが、資料５の１ページ目の一番下

３行を読みますと、２ページ目の（１）（２）というような検討事項が出てくると思うのですけれ

ども、今行政法の分野で非常に問題になっておりますのが、法を、制度をつくった後に執行を確保
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する問題で、特に産廃の不法投棄の場合には、不法投棄事犯にどうやって対応するかいう問題が必

ず出てくると思うのですが、そこをきちんと制度づくりをすることによって不法投棄事犯が減って

いくというようなことを考えますと、このあたりの法執行の問題を諮問の検討事項に入れてくるか

どうかというあたり、もしご意見があれば、どのようにお考えになられているのかというあたりを

伺いたいのですが。 
 
【田中会長】 法制度の欠陥を指摘して、提言していいかどうかということですね。 
 
【野口委員】 そうです。今現場で特に都道府県レベルでは不法投棄事犯、例えば警察とどうやって

連携するかとか、執行をどうやって確保していくかという問題も一つあるかなと思うのですが。そ

の事前の防止はもちろん重要だと思うのですけれども、事後的な残念ながら不法投棄が起こってし

まったときにそれにどうやって対応していくかと、そのあたりの強化の問題なんかは入ってくるの

かどうかという趣旨なのです。 
 
【田中会長】 それは除外しないという考え方でいいのですよね。いろいろ提言して、場合によって

は都でやれるものもあるし、法律そのものを変えていかなければならないものもあるかもしれない。

それは提言の中に入れて。ということで、「あめとむち」のむちの方をどう変えていくか。 
芳賀委員。 

 
【芳賀委員】 都民としてちょっとお聞きしたい点があるのですけれども、廃プラスチックのリサイ

クルの促進というのは非常にすばらしいことだなと思うのでございますが、例えば熱を加えるとプ

ラスチックが溶け出すというような話を新聞等で見かけるのですけれども、リサイクルされてつく

られたプラスチックはどのような分野に使われているのかなということと、あと、バージンマテリ

アルを使った場合とリサイクルされたもので性能的にどのくらいの違いがあるのかなというのが非

常に興味があります。 
それとあと、リサイクルを進めていく上で原油等の原料の値段というのが推進に大きな影響を与

えていると思うんですけど、その辺はいかがお考えなのでしょうか。 
 
【田中会長】 そういうことも含めて議論して結論を出していかなければいけないと思うのですけれ

ども。 
できれば前の方の産廃の適正処理の徹底について引き続いてご意見をいただきたいと思うのです

けれども、いかがでしょうか。 
今のように受け皿を都内でつくるということでスーパーエコタウンですか、そういうようなもの

が整理されようとしておりますし、それから優良な産廃処理業者を選定するということで、これも

諮問の（１）ですか、排出事業者に対して、処理業者の選定など適正に行うように求める施策、こ

れは東京都が許可を出したもののなかでもいいものと悪いものをよく判断をして、そして不適正な

処理、不法投棄をするような業者をどうやって避けるかというようなことを施策として出せないか

と、こういうことが諮問ですね。 
それから、産廃処理の透明性を高めて、排出事業者が信頼できる処理業者を選別しやすくする。

処理業者を選別するための施策ですね。 
崎田委員。 

 
【崎田委員】 よろしいですか。選別するというと何か申しわけない感じで、私の感じからいきます

と、熱心にやってくださっている業者さんと残念ながらそうではない業者さんのいろんな仕事の処

理状況ができるだけ情報が公開されるというか、そして、きちんとやっていらっしゃるところが何

か評価されていくような仕組みをつくるとか、そういうお話というふうに伺って感じておりますの

で、やはりここのとこいろんな方とお会いすると、大変意識が高まっている業者さんも大勢いらっ

しゃいますので、そういう方たちのお知恵なども何か反映するような形で何かいろいろ具体策が検

討されていければうれしいなという感じが私はいたします。 
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２番目の意見は後ほど、廃プラスチックの。 
 
【田中会長】 ２番目の廃プラスチックはね。 
 
【辰巳委員】 いえ、廃プラではなくて、産業廃棄物の排出抑制というものについてもいかに考えて

いくかということです。つまり、排出者の方でいかに排出するものを減らすかという考え方も、い

ままでは余り出ていなかったように思いますので。メーカーなり、事業者がいかにゼロエミッショ

ン、という言葉が正しいかどうかわからないとしても、このような取り組みをしてくださる、その

ような何らかのインセンティブを与えられる施策というものがあればいいと思います。 
 
【田中会長】 はい。藤山委員、どうぞ。 
 
【藤山委員】 今の議論を聞いておりまして、ちょっと都民として的外れなのかなと思うんですが、

優良産業廃棄物の業者を選定するということで、消防法などにある丸適マークとか、そういうマー

クみたいなものを独自につくって、目に見えるような体制をつくれないものかなと今単純に思って

いるのですが、私としては。どうなのでしょうか。 
 
【田中会長】 それも考えられますね。ただ、処理業者から見れば、もうそれで致命的に仕事ができ

なくなってしまうというような危険性もありますので、その辺は工夫がいるということだと思うん

ですよね。 
 
【原山委員】 現実には我々処理業界もやっぱり我々は適正業者であるということを客観的に示す方

策を今考えているのですよ。 
 
【田中会長】 処理業者の中で。 
 
【原山委員】 はい、中で。ですから、これは業者の締めつけ云々ということではなく、やっぱり

我々は社会的認知を得るためには、ほかの業者は知らない、協会員だけはきちっとした業者である

ということをマークか何かでひとつ特徴づけようということを今検討はしています。 
 
【田中会長】 それは東京産業廃棄物協会。 
 
【原山委員】 全国組織。 
 
【田中会長】 全国産廃連合会の中で。 
 
【原山委員】 そうですね。ですから、先ほど排出事業者が業者を峻別するのはこれはもう当然だと

思うのです。ただ、先ほどのデータから私言わせていただければ、業者も排出事業者を選別しても

いいだろうということに私はなるのではないかと思うのですけどね。 
 
【田中会長】 その分ける評価、何をもって分けるかというのも一つ議論になりますよね。だから、

ちゃんとした専門教育を受けた人がいるかどうかね。 
 
【原山委員】 そうです。 
 
【田中会長】 資産的にも大丈夫かとか。事犯を起こした例が一度もないかとかね。そういうことで

やるのでしょうけれども、それが客観的に見て妥当か、処理業者の間でもそれならいいだろうと、

こういう合意が形成できるといいですね。 
はい、野村委員。 
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【野村委員】 一つのこれ、方法になるかもしれませんけれども、例えば許認可を業者さんにおろさ

れるときにその条件といいますか、そんなところできっと今情報化社会になっておりますので、例

えば業者さんのホームページの中でリアルタイムに、例えば最終処分場だとか、それから中間処理

場の状況だとか、そういったものを絶えず公開してホームページに飛び込んでいって、排出事業者

の方が確認できるといいますか、そういったものも一つの方法かもしれませんね。 
 
【田中会長】 そういうような類のものが今どのように整備されているかという資料もちょっと調べ

ていただけますかね。財団法人産業廃棄物処理事業振興財団がありますよね。あそこが産廃処理業

者のリストをつくって、その評価をするのに必要なデータを全部並べて、その中から排出事業者が

みずからの判断で選ぶ。そのための情報が入っている。こういうものをつくっているのですけれど

も、それで十分なのか、そういうことが十分知られてないのか。今のような趣旨でつくっているは

ずなのですけれどね、国の予算で。 
それと一方では、東京都がそもそも許可をだれにでも出すというのはどうだというような意見も

あるのではないですか。 
 
【原山委員】 業界の中にはありますね。都の方にも何回もそれは言ったのですが、難しいというの

で我々は……。 
 
【田中会長】 そういう質問に答えられるような何か情報発信も必要でしょうね。こういう理由でビ

ジネスチャンスとして参入できる機会を与えているのだとか。そういうことによってまただれでも

入って不法投棄が起こるということもありますし。 
  それでは、また時間があれば１番目に返るということで、２番目の「廃プラスチックの発生抑

制・リサイクルの促進について」、これについてはもう既に芳賀さんからはご意見をいただきまし

たけれども、ほかにもご意見いただければと思います。いろいろ一廃と産廃と両方含んでいますの

で、産廃は産廃、一廃は一廃でちょっと区分して考えなくてはならないかもわからないですね。 
一廃というのは、いろんなものの中にプラスチックが含まれている。そして、その中にはペット

ボトルのようなものもあるし、それからもう劣化したものも混ざって分別が非常に難しいようなも

のもあるし、同じ廃プラといっても中身は大分違いますので。 
それから産廃というと、同じところから同質のものが大量に出るという特徴ですので、当然対応

は違っていいはずですし……。 
では、２番目の廃プラについて、崎田さん、どうぞ。 

 
【崎田委員】 まず、細かい話ではなく一般論として意見なのですけれども、最終的に本当にサーマ

ルリサイクルで熱回収とか、エネルギー回収をした方がいいとみんながきちんと判断するものはサ

ーマルリサイクルという技術は大変重要だと思うのですけれども、それが廃棄物全体のどういう廃

棄物のものかという全体像を見ながらの位置づけをいつもみんなで理解しながらお話をしていきた

いなという感じがするのです。 
どうしてかというと、例えば一般消費者の気持ちからいくと、ようやく循環型社会で物を大切に

するところから暮らしとか、物づくりを始めて、できるだけごみになるものを出さないような、物

を大切に、資源を大切するところから始まって、暮らしを見直し、事業活動を見直し、そしてもう

使えないものはきちんと資源としてリサイクルという、ようやくそういうような認識が社会によう

やく出てきたところなので、そういうことの大切さをきちんと踏まえた上でできるだけ発生抑制と

か、ごみを減らす施策を徹底した上での発生量がどのくらいかとか、そういうのをきちんと見極め

た上でのサーマルリサイクル施設の整備であるとか、そういうお話をきちんとさせていただきたい

なと思っております。 
 
【田中会長】 ちょっとリサイクルの定義が一ついるような気がしますね。説明ではリサイクルの中

にサーマルリサイクルという言葉が使われて、熱として回収するのもリサイクルということなので
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すけれども、一般の市民が思っているのがそうなのかどうかということです。ここでは物質資源と

してのリサイクルとエネルギー回収、両方含めてここではリサイクルと呼ぶのだということでいい

ですよね、事務局は。 
 
【銀林計画課長】 はい。 
 
【田中会長】 ですから、リサイクルの促進という意味では、サーマルリサイクルを含めるのですけ

れども、そういうことでいいでしょうか。それで、それを分けて言う場合には今度はその物質回収、

エネルギー回収という言葉で区分けしていっていただければと思います。 
 
【辰巳委員】 よろしいですか。今のそのサーマルリサイクルという言葉に関してなんですけれども、

当然燃やして最終的に熱回収というのはとても大事な処理の一つの方法だと思っておりますけれど

も、やはり熱回収の比率というのですかね、ある程度わかりませんけれども、１０％なり２０％な

りと、そういう基準というのは必要ないのですか。何でも燃してしまえばサーマルだという言い方

を結構聞きますもので、そういうとこら辺の何かないとどうでしょうかね、市民感覚としては。 
 
【大島委員】 今の発言に賛成です。サーマルという名のもとに何でも燃やしていくという考え方と

いうのは、先ほど崎田さんがおっしゃったように、一般消費者としては何とか物質回収のことにリ

サイクルに主眼をおいてもっと進めていけば発生抑制につながるようにというふうに考えています

けれど、このサーマルで、要するに燃やしてしまってエネルギーを回収すればいいじゃないという

考え方に立てば、結局その発生抑制自体も意味のないものになっていく。要は燃やしてエネルギー

として回収されるのであれば幾ら消費してもいいのではないかというふうに立ちやすいというふう

なところがあるので、やっぱりサーマル回収をするのであれば、エネルギー熱をどれぐらい燃やし

たことによって回収できるのとか、例えば何十億円もかけてほんの何千円ぐらいのエネルギーの回

収だとしたら非常にそれは効率的、先ほど会長が効率的な回収の方法、それから促進というお話を

なさっていたけれど、そういうこととも相反するなというふうに思います。 
 
【小泉委員】 よろしいですか。今、サーマルリサイクルの議論が出ているわけなのですが、私も先

ほど来、崎田委員初め、皆さんがおっしゃるようにプラスチック自体は減量化するというのは当然

すべきだと思うのですね、ある意味で。ただ一方、プラスチックがなかったら今の快適な生活とい

うものはあり得ないわけだし、ある程度は必要だろうと、こういうふうに思うわけです。 
それで、減量化をした上である程度プラスチックをマテリアルリサイクルしていくということも

当然やるべきだと思うし、私も実は大学の研究室で紙のリサイクルにつきましては、研究というこ

とでＬＣＩ分析的なことをやりました。 
ただ、それをやっていった中で紙のリサイクルって最高どこまでいけるのだろうと。ぎりぎりを

考えたときにトイレットペーパーで流した紙を下水処理場でセルロースだけを回収するという、こ

れはできるのかと。例えば技術にできるかもしれないけれども、膨大なエネルギーと莫大な費用が

かかる。そういうことを考えていったときに紙のリサイクルの妥当な比率というのはあると思うの

ですね。 
それと同じような考え方でプラスチックもできないかということでやろうとしたんですが、この

プラスチックにつきましては、データがない。非常に多種多様なプラスチックの種類がある。そう

いうところで今ちょっと研究自体は行き詰まってはいるのですが、今回こういう諮問が出ましたの

で、できるだけそのデータを、東京都でもしデータがなければほかのところではないのではないか

なという気もいたしますので、そういったプラスチックについてどんな用途のプラスチックがどの

程度あって、それを回収するに当たって、ペットボトルなんかの回収はぜひやるべきだと思うし、

それをリサイクル品として使う、あるいはもとと同じようなものをつくるという、これは必要だと

思うのですが、例えばプラスチックを集めて油にする。その油を燃やす。こういうことを考えるん

であれば、はなからサーマルがあるだろうと、こういうふうに思うのですね。 
ですから、いろいろそういうプラスチックのリサイクルが現状の技術でどうなっていて、それを
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どういうふうにしていったときに家庭の生活にどういう影響がきて、少なくとも何十種類にプラス

チックを分けて排出しろなんてことは私も嫌だし、そういうことをやりたいというふうには思って

はいないのですが、例えば簡単に分別できるものは分別すべきである。その辺をしっかりと議論し

ていくということがこれから必要ではないかなというふうに思っておりますが。 
 
【田中会長】 物質回収でもどんどんとペットボトルを回収されると、これでどんどんつくられると

いうことになり同じではないかなと思います。エネルギー回収されるのだからどんどんまたつくる

というのは、物質回収だったらつくらないことになるのかというと、そうでもないような気もしま

すね。 
 
【大島委員】 ですから、物質回収だってそれこそ幾ら物質回収されるから、もとの物質に戻るんだ

からいいのではないということで使い切って行こうというふうには、やはり一般消費者は今それほ

どまでに意識は低くはないというふうに思っています。やはり使わないで済むのだったらなるべく

プラスチック類は使わない方がいいだろうということにはなっていると思うのですね。ペットボト

ルのことだけではなくて、ボトルもありますよね、シャンプーとか。今あのボトル自体もほとんど

詰め替え商品という形で量的なものを減らそうということで逆にボトルを買いに行くと非常に今度

は見つかりにくいというような市場の状況があります。これはやっぱり消費者の方がむだにどんど

ん使うというのは違うのではないかというふうな立場に立っていることによって、なるべく減量化

したところの詰め替え容器というような考え方が当たり前になってきているという現状だと思うん

ですよね。 
だから、その辺の認識は物質回収されればいいのじゃないというふうには全然思っていません。 

 
【田中会長】 芳賀さん、今さっき「何か解析をしてデータはないですか」という意味を、もうちょ

っとポイントだけ教えていただけますか。 
 
【芳賀委員】 今ちょっと急に思い出したことなのですけれども、さっきも触れたのですけど、リサ

イクルされてつくられたプラスチックがもともとのバージンマテリアルと比べて性能的にどうなの

かというのはすごく興味がありまして、再生産されたプラスチックがどんどんと劣化していくもの

なのかな、どうなのかなというのがあって、例えばそれが食器なんかに使われていると考えるとす

ごく怖いのですよ。 
ペットボトルを回収してまたそれをペットボトルにしてその飲み物の中にまたプラスチックが微

量ですけど溶け出すようなことがあるんだったら、むしろやめてほしいなみたいな気持ちもありま

すので、リサイクルされてつくられたプラスチックのその性能がどんなものなのか、あと恐らくそ

れっていうのは、持ってくるプラスチックによってもかなり差があると思うのですけれども、その

辺の使用のこの程度の性能であればこういうものには使用してもいいけども、これ以上はだめよと

かというような基準をつくってくれないと、なかなか消費者としてもプラスチックのリサイクル品

を買えないなという気がしております。 
 
【福岡委員】 今の関連で。今のご質問でございますけれども、プラスチックの再生品についてどの

程度のご満足なのかと、お考えの中で、再生品だけで製品ができているものはまずないと思います。

必ずバージンのものを使わないと新しいものはできません。 
それから、今ご心配の食品容器、その他について、再生品が使われているかどうかという問題で

すけど、これはまずないと思います。一つはできた製品に関して我々衛生協議会がございまして、

そこで基準を設けておりますから、そこのマークのついたものであればそういうご心配はないとい

うことにご理解いただければと。 
ただ、１００円ショップで、ここで言っては何ですけど、輸入品で入ってきているものは、我々

の会員とかそういうものではございませんので、どういうものかわかりません。 
 
【田中会長】 品質は保証できないと。 
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【福岡委員】 保証の問題ですね。入ってくる場合は法律でとめないといけないですね。ところが、

業界は自主基準でやっていますからかなり厳しいのですね、それより。そこの差がちょっとあると

いう……。 
 
【田中会長】 ガラスのリサイクルで海外から入ってきたワインのボトルがリサイクルできないとい

うのは、品質が全然わからないからそれで受け取らないのだということで、山積みされた例があり

ますよね。日本の製品だったらもう品質が全部わかっているから、それは利用できるけれどという

ことで、そういう海外の規格と日本の品質保証と全然違うから、そういう点でリサイクルの点で問

題があるのでしょうね。 
 
【芳賀委員】 すみません。先ほど、原油の価格とあとリサイクルのその施策との関係もちょっと興

味があるんですけど、原油が例えば非常に下がったとして、バージンマテリアルでつくってしまっ

た方がもう全然安いとなったときにリサイクル品を買ってつくる業者さんがいるのかなという気が

しているのですけれども、例えば原油価格がどれくらいであればリサイクルを進めた方がよくて、

これよりも原油が下がったら、ちょっと施策の見直しをしなくてはいけないなということは考えて

いらっしゃるのかなという気はするんですが。 
 
【田中会長】 それは再生品をつくる側が当然これだけのお金をもらって、これだけの再生のための

費用をかけて、これだけ売れればやれるはずだというその経済評価をしてやらなくてはならないは

ずですよね。そうでないとつくったけれども売れないということが起こりますよね。 
辰巳委員。 

 
【辰巳委員】 すみません。意見ですが、プラスチックのリサイクルの基本はその化石資源をできる

だけセーブしようというところにあったのではないかと私は思っています。ですから、確かにコス

トだけで考えるとプラスチックのリサイクルって進まないのではないかなという気がします。 
 
【田中会長】 それはだから、グローバルに通用する評価軸をみんなで考えようということなのです

よ。 
 
【辰巳委員】 そうですね。 
 
【田中会長】 だから、コストが高いということはなぜ高いかというと、電気やあるいは石油を使っ

て、それで再生品をつくるから高くなっている可能性がある。そうすると本当の意味で資源の保全

につながってないリサイクルではないかと。そこをちゃんと評価しようということが問われている。

という意味で資源の保全に特に化石資源の保全に寄与しているのかどうか。そして、環境への影響

がミニマムになっているのか。それから、都民の経済的負担がこれが最も安いのかという観点で評

価をするというのが一般的ですよね。それをリサイクルのために何十億円余分に払うのだというの

を都民にちゃんと説明できるかどうかです。 
というようなことで解析しながら、ずっと絞り込んでいったら結果的にはこういう施策になりま

したという、こういう提言がまとまれば一番いいんですけどね。 
いかがでしょうか。大島さん。 

 
【大島委員】 諮問の範囲についてちょっとお聞きしたいのですけれど、一般廃棄物の廃プラスチッ

クについても答申というようなことになっているのですけれど、私は練馬区ですので２３区なので

すよね。今一応一部事務組合というところが共同に２３区は共同して収集・運搬・回収・処理・処

分までやっていますけれど、もう既に目の前に移管ということが迫っているのですね。移管になり

ますと各区の方に製造事業が返ってくるということを大前提にしますと、特に練馬においてはそろ

そろ清掃工場の解体、そして新たな清掃工場というか、新施設をつくらなければならないというこ
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とがもうはっきりしているのですね。 
その中で、今私たちがここの中でどういう方向になるかわかりませんけれども、サーマルはいい

のじゃないかということでガス化溶融炉をつくるということも可だというふうに結論つけて答申し

てしまった場合、私たち区民としては、ガス化溶融炉は基本的に反対ですので、これが決定事項と

して区におりてくるのは非常に迷惑だなということをはっきり思っているわけです。 
その中で、そのことはとりあえずおいておくんだよというような話なのか、それとも移管後も含

めて今の答申が生きてくるとするならば、かなり慎重に話しを進めていかないと大きな禍根を残す

なということが私の中にはあるのですけれど。 
 
【田中会長】 これはこの諮問でどういうふうに考えたらいいかなと思うんですけれども、分別とい

うことにもかかわりますよね。プラスチックをどうするか。サーマルリサイクルにするのか。とい

うことでもう設定されるごみのカロリーが変わってくるし、デザインのスペックが変わってくるか

ら。という意味で早くこちらの結論をそちらの計画に生かしてもらうようにしたいところですね。 
  今の質問について何か事務局でわかっている点でクリアできるところがあればお願いします。 
 
【銀林計画課長】 若干ごみ処理の今の２３区のプロセスについてご説明をさせていただきたいと思

います。 
平成１１年度末までは、東京２３区、東京都の清掃局が収集・運搬・処理・処分、一括して行っ

ておりました。それで、平成１２年の４月１日からは、収集・運搬については各区が実施をしてお

ります。 
それで、焼却施設、中間処理につきましては、各区にそれぞれ清掃工場がないというようなこと

もございまして、２３区共同で処理をするということで、区で処理をいたしておりますけれども、

各区ではなくて、２３区の一部事務組合で処理をしておりまして、それで埋立処分場については、

東京都が一括して東京都の管理で新海面処分場に最終処分をしているということがございまして、

これについては将来的には各区が清掃工場を持って収集・運搬・処理・処分までやっていくという

のを目標にして、当面５年間、１７年度末まで現在の体制で行くと。１８年度以降、その収集・運

搬、各区がやっている中間処理以降の取り扱いについて現在調整中というような状況でございます。 
  したがいまして、今後練馬の清掃工場が現在は一部事務組合で運営をされていますけれども、そ

れがどういうふうになっていくのかについては、今後２３区のそれぞれの検討にゆだねられている

という状況でございます。 
 
【大島委員】 すみません。確認ですけれど、ということはここで例えばサーマルもありだからガス

化溶融炉を進めていきましょうというようなことがあっても、各区に戻ったときに区がそれを拒否

するということもあり得るよねというお話なのですか。 
 
【銀林計画課長】 あり得るといいますか、要するに東京都が直接事業を実施しているわけではござ

いませんので、こういった東京都の考え方をもとにそれぞれがどういうふうにお考えになるのかと

いうことになろうかと思います。 
 
【田中会長】 各区が収集の中で分別をどうするかというのを決めるわけですよね。 
 
【銀林計画課長】 さようでございます。 
 
【田中会長】 それで、その他プラスチックを燃やす側にするか、あるいは容リ法で回収するとかと

いう判断も各区が決めると。それにこの審議会の答申などが参考にされると。 
 
【銀林計画課長】 さようでございます。 
 
【田中会長】 そういうふうに考えていいのですね。参考というか、尊重していただければと。  
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その他プラスチックについていろいろご意見がございましたけれども、委員が思っていることに対

してわかりやすい情報を集めて、そして説明できるように解析して、科学的な、あるいはデータに

基づいて説明するのがいずれこのメンバーで理解できなければ、都民にも理解できないということ

で、ここの委員のメンバーにわかってもらうような資料をつくるということで。 
ほかにございますか。今のように費用がどうなるのか、都民にとって。それから、プラスチック

を燃やすと大気汚染、あるいはダイオキシンの発生になるのではないかと、こういうようなことを

信じている都民もいますので、そういうデータもプラスチックを入れた場合と入れなかった場合の

データが、近隣の自治体はわかりますよね。その他プラスチックをちゃんと燃やしているところ、

東京都下で燃やしているところもありますけれども、そういうところのダイオキシンの濃度だとか、

あるいは大気汚染のデータがどう違うのか。 
それから、資源の保全に本当に寄与するのかという意味で、回収したものはそのままリサイクル

されたんだから資源の保全につながったと思いがちだけれども、そのためにどれだけの資源を使っ

て、結果的にはむしろマイナスなのか、そういうデータもある程度の範囲でわかる範囲で出す必要

があるでしょうね。 
環境負荷では最近では、地球温暖化の点からＣＯ２はどうだろうということもよく言われていま

すので、プラスチックを燃やすとＣＯ２が出るのだけれども、その分だけ発電したのだから発電の

ときに使う石油の消費が減ったのだからその分を差し引けばどうなのというような、そういうのも

わかりやすく説明できるような図やあるいはデータを示していって、共通のデータでできるだけ共

通の価値観、評価軸で判断をして、そうするとこの審議会で決めたものも都民の考えもそんなに差

があるわけはないと、こういうふうに思うんですけどね。 
いかがでしょうか。崎田委員。 

 
【崎田委員】 今のお話はそれでそういうふうにお話を進めていただければと思うのですが、あとも

う一つ、これに本筋にかかわるかどうかちょっと迷っているんですが、発生量の予測ということが

その次にきっと出てくると思うのですが、私自身は例えば産業廃棄物もそうだと思いますが、一般

廃棄物の方も市民自身がもっと本気になればごみが減るという、まだまだそういう過渡期にあると

思うんですね。 
なぜそういうことを申し上げるかと言うと、今ごみを減らさなければいけないという多摩地域の

方が大変リサイクル率とか、ごみの減量率をどんどん上げてきていて、家庭ごみ有料化などを導入

した場合に１年でごみが半分に減るとか。最終的にごみと資源の総量が４分の１くらい１年で減る

とか、非常に急激な数字の変化を見せているのですね。そういうやはり市民側の暮らしの変化とか、

それに応じた産業界の物づくりの変化とか、そういうようなことが今後急激に影響してきてくれる

と、ごみ減量に影響してくると思うんですが、そういう意味での発生量の予測ということに関して

もう１回ちょっと視点を入れておいていただきたいなと思うのです。 
 
【田中会長】 それも発生抑制のための施策によって違いますよね。 
 
【崎田委員】 はい。ですから、こういうお話と並行していかにごみ減量の施策を同時に打っていく

かという、やっぱりそういうような提言も必要なのではないかなという気がちょっといたしており

ます。 
 
【田中会長】 はい。藤山さん。 
 
【藤山委員】 よろしいですか。今の続きなのですけれども、多摩市民としまして、都民としまして、

有料化になりまして私はせっせとごみ分別をしております。資源ごみなんかをやっておりますが、

このリサイクルに関してその次のステップというのは、都民に対して見えるリサイクルをしていた

だきたいのですね。例えば今おっしゃっていましたように、牛乳パックはトイレットペーパーにな

るのだよとか、ペットボトルは衣料になるのですか、何になるのですとか、このプラスチックはど

うなるのですとか、そういう情報をもっと公開していただければ市民の意識ももっともっと高まっ
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ていく、そういう思いが私はします。 
ですから、今の環境への影響やコスト面などいろいろなことを言われましたが、そういうことを

常に情報を流していただきたい。例えば私は青梅市なのですが、青梅市にごみカレンダーというの

があります。燃えるごみ、燃えないごみ、あと資源物、どこですよと各家庭に配布されております。

そこにそのようなリサイクルはこうなって、コストはどれくらいかかって、こういうふうになるか

らもっと減量しましょう、もっと分別しましょうという、そういう意識を高める工夫をしていただ

ければなと思っております。 
 
【田中会長】 ありがとうございました。情報の提供ですね。 
 
【前田委員】 多摩地区の話が出ておりましたけれども、確かに多摩地区の方は区部に比べると分別

収集が進んでいると思いますし、ごみが減っているといっても確かに焼却に回すごみ量は減ってお

ります。有料化も徐々にですけれども進んで、それは最終的に焼却に回すごみの減量という効果は

間違いなくあるのですけれども、各家庭から出るごみの総量というのは変わってないわけですね。

つまり、資源ごみを分別はしますけれども、それは変わってない。 
いつも私なんかも疑問に思うのは、本当に分別をしてやって、会長さんがちょっとおっしゃって

しましたけれども、トータルで本当にその趣旨が生かされているのかなという疑問は常にあるわけ

で、逆にかえって資源のむだ使いにつながっているのではないかなという疑問を持つことがままあ

るわけなんです。家庭に流れ込んで来るごみの量を減らす、もっと川上の方ですね、減らす方がむ

しろ優先していただけるような施策というものがあって、どうしたって家庭にごみが流れ込むこと

は避けられないわけですから、私はもうその消費者の方に流れ込んで来るごみをどうやって減らし

ていったらいいのかと、それを第一に、しかもそれが一つの倫理感で減らすのではなくて、経済行

動の中で自律的に減っていくような仕組みというものが構築できればいいなと。 
先ほど会長さんがちょっとそのことをおっしゃっておりましたけれども、私もそういうふうに思

います。 
 
【田中会長】 そのためにどうしたらいいのかという提案がいただきたいですね。崎田委員。 
 
【崎田委員】 先ほど私の発言の中にあったんですが、多摩地域でいろいろ有料化されているところ

のごみの減り方って、焼却するごみが例えば１年で半分ぐらい減って、資源が倍ぐらいにふえたり

するのですが、ごみと資源の総量がやはり前年よりも２５％ぐらい減るっていうある市があるので

すね。日野市のデータが出ていたりとか。もちろんそれが一番減り方が多いのですけれども、いわ

ゆる発生抑制効果というのがちゃんと出てきているのですね。それはやはり例えば有料化したとき

に消費者の方が最初は分別しようということで定着するのですが、やってみると、暮らし方から変

えた方が早いのだというのに気づいて、買物行動を変えていくという。ちょっと時間はかかります

が、そうするとそういう消費者の動きを感じた産業界、お店がきちんとそういう発生抑制、いわゆ

る詰め替え容器であるとか、ごみを減らすような物づくりに変わっていくという、今ようやくその

効果が産業界もＥＰＲなんか本当に熱心に取り組んでいらっしゃるところもふえてきましたので、

ようやくその効果が出始めているんだと感じているのです。 
そういうことをもっと推していくような形で産業界の取り組みと市民側からは本気でごみ減量す

るような、それを促すような有料化策をもっと徹底していくとか、そういう構図を１回、それをつ

くっておいてごみを本当に減らしていくのと、こういう議論とか並行して進んでいくといいなとい

うふうに感じて先ほど発言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。廃棄物の問題を解決するためにいろんなアプローチがあっ

て、発生抑制も大事ですし、引き続いてやらなくてはならないのですけれども、諮問では定期的に

重点を置いて、特にここにというので今回は発生抑制も入っていまいすけれども、廃プラスチック

のというその限定して諮問いただいています。 
私はちょっと廃棄物の問題を最初に勉強したとき、廃棄物処理は何のためにあるのだ、なぜ自治
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体がやるのだと、こういうところで廃棄物学のバイブルには、公衆衛生の向上のために廃棄物処理

を市町村がやるのだと。各個人がやるとみんなバラつきがあると。ある人は毎日きれいにするし、

ある人はきれいにしないから公衆衛生を一定のレベルにするためには市町村が一定の廃棄物の処理

サービスを提供するのだと。 
二つ目は、住民の利便性のために自治体がかわりに税金でやるのだと。各自に自分のごみは自分

で処理しなさいと言って、処分場に持って行ったり、燃やしたりするというのは大変手間がかかる。

それをサービスを提供するということで集めに行って、処理をしてあげると。その方法が便利だと。 
３点目は、経済性ですね。一人一人でやるとべらぼうにお金がかかる、時間がかかる。だから、

市町村がかわりに効果的にさっと集めて処理してあげる。 
その３点が市町村が、自治体が家庭ごみの処理をする理由だと。そういうのを徹底的に教えられ

ましたけれども、そういうのも各個人からみれば、なぜこんなことをやっているの、自治体は公共

サービスとして税金を払っているんだからやってよと、こういう人の意見もあるのではないかなと、

発生抑制しない方がいいということではないし、もう大いにやるんだけれども、限界があるという

ことですね。限界があるということを知った上で出てくるごみをちゃんと集めたり、処理したり、

そして最も経済的な方法をみつけてやらなければいけないということで自治体にはそれなりの責任

があるなという気がしているのですけど。 
ということで、今さっき言ったような三つの視点か、本当の化石資源の保全につながるリサイク

ルなのかということと、環境汚染が問題ないレベルにおさまっている。その点で悪い影響はないの

かと。それから、経済性。その三つの物差しが必ずしも同じ方向ではなく、片方をよくすれば片方

が悪くなるというトレードオフの関係があるのですよね。 
ですから、環境負荷を小さくしようと思うと費用がかかる。あるところ以上にいくと資源保全を

もっともっとやるともっとお金がかかって、もっと今度は炭酸ガスをいっぱい出すような、環境汚

染の削減だと思ったら炭酸ガスをいっぱい出すようなことをやっていることになって、だから、身

近な環境はよくなったのだけれども、グローバルな地球環境ではよくなってないと。むしろ悪化し

ていると。こういうトレードオフの関係があるんで、だから、科学的なデータに基づいて三つを足

してあわせて合理的に考えたら、この辺が最もおさまりやすいところではないかというので判断を

して、答申にそれを盛り込む。そういう裏づけがあって答申するのだと。 
だから、感情じゃなくて理性で議論し、データに基づいて、それをみんなに理解してもらってと。

こういう努力をしなければならない。審議会ではあるべき姿を提言して、そして、あとは各行政が

それを参考に、あるいは尊重して施策を選んでいただくと。こういうことになればいいなと思いま

すけれども。 
まだ発言されてない方で何か。 

 
【黒川委員】 よろしいですか。物すごく複雑なことなのに厳密なデータがあまりなくて、ただ、東

京がやらなければいけないことが幾つかあるのではないかと思うのですね。世界の中で、先進国の

中でこれだけ人口が集中していて、人口密度が高くて、処分地も持っていないところで、水面もど

んどん減りつつあるところで、今処理をしなくてはいけなくて、もう何年か前にもうきちんと産廃

計画もつくってきたし、一廃計画もつくってきて、計画も進行中なのですよね。 
そういう状態の中で何年たったらこのままいったらどの程度のことができて、何が起こるかとい

うこともある程度読めるのですけど、東京がやらなければいけないことというのは、今、田中先生

が話されたみんなが東京都民だから、どちらかというとデータや何かがきちんと出て、だれもが納

得する見解のところに行き着くだろうというふうに思うのですけど、そこの行き着くところをもう

ちょっと背伸びしてもいいのではないかと思うのが私の言いたかったことで、これはだから、世界

の大都市はやっぱりこのレベルのところまで行かなければいけないというのを指摘して、少しコス

トがかかっても思い切ったことというか、それはだから、みんなが願えることならそのためにはお

金を払ってもいいと思う、メカニズムの中に入ることというのを目指してもいいのじゃないかって

少し思っていますということで。 
それから、もう一つは、この廃棄物のことだけ、それから絶対量のことを考えると、我々はもう

少し考えておかなければいけないのは、出てきている量というのですか。話題にされるテーマ、つ
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まり廃プラスチックのこともありますけれども、きょうの量を見ていると上下水道、特に下水道の

汚泥で出てくるものが物すごく多いわけですよね。 
それから、建設廃材については、何か今中央埠頭でつくられているものがかなり貢献をしてくれ

そうで、それができると一体どんなことになるのかということは見えてきているのですけれども、

これも思い切ってそういう施設をつくって動いてみようということになったから、それだけ減るこ

とになってくるんだと思うのですが、絶対量としてこれは減らすことはできないですよね。その下

水道の汚泥処理のものについて。しかも、残念なことにというか、土に循環してコンポストにする

なんてことはもう日本中、どちらかというと汚泥の方が多過ぎて対応できない状態になってきてし

まっているんですよね。 
霞ヶ浦とかというのは利根川流域全体で考えると、リサイクルするよりも捨てられる方が多くな

ってしまって霞ヶ浦のところはどんなに頑張っても水質が改善しませんという状態になってしまっ

ています。 
ですから、そのことというか、発生している絶対量の問題と処理の仕方というのも今までのよう

にただ循環というぐらいでは済まないことになっていますし、ＣＯ２の問題とか、ここで我々が一

生懸命頑張ったとしても、我々のところがやることが他の国とか、ほかのところの国にどういう影

響を与えていくのかということも考えておかないと、結果的には地球全体としてはＣＯ２の改善に

ならないかもしれないということが起こったりしてしまう。 
すごく面倒くさいのですけど、言葉遣いがいいかどうかわからないけど、ゼロエミッションとい

う言葉遣いとか、トップランナーという言葉遣いとか、一番厳しい環境条件にあるからそれだけ高

い水準をおいてちょっと背伸びをする計画のところに持っていって、それができるかどうかという

ことに関して答申がストラッグルできると何かやりがいがあるなというふうに思っているんですけ

ど。 
経済的に成り立ってそこそこというところよりは、ちょっと背伸びをするというプランをつくっ

ていって、非難されてもいいんじゃなくて、僕は個人的に思っているのですけど、そういう方向に

いかれないだろうかというのが提案なのですけど。 
 
【田中会長】 背伸びがみんなが背伸びだと思ってくれればいいのですけども。どういう物差しでそ

れは背伸びだと……。 
細田委員、何か最後にございますか。 

 
【細田委員】 いろいろ考えていてちょっと発言を控えておったのですが、例えばプラスチックの場

合はいろいろ種類が多いということで、中身を少し検討しなければいけないな。例えば一般、産廃

区別して今回プラスチックの場合、両方でしたっけね。 
 
【田中会長】 両方です。 
 
【細田委員】 そうした場合、例えば極端な例を持ち出しますと、医廃はどうするのか。医療廃棄物

の方でプラスチックがたくさんか出てきますよね。ライフスタイルの変更でプラスチックはやめま

しょうと言ったって、それは無理な話なわけですよ。皆さんの使っているお風呂は多分これはプラ

スチック、ＦＲＰですよね。ほとんどがＦＲＰだと思います。これはライフスタイルをかえて木の

お風呂にしましょうというのはもう今、利便性を考えるとそれは多分それは受け付けない。それは

極端な例なのですけど、そういういわば我々が境界条件をどこにおくかによって話の内容はかなり

変わってくるはずなのですよ。 
割と小さな努力で、今皆さん方がおっしゃったような発生抑制ができるものは恐らくまだまだあ

る。今市民の感覚で物すごい勢いで変わっています。企業も変わっている。少なくともそこはもう

ボトムラインでやらないと東京都が率先してやらないとだめだと思うのですね。そのプラスチック

の内容は何かということはやっぱり検討する必要がある。産廃の中でできるもの、できやすいもの、

できにくいものということを少し分けて考えて、やっぱりシナリオ設定をする。 
そのときに私は、少し黒川会長代理の言葉をかりると、背伸びをするときにやっぱり今すぐでき
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ることと、中期、長期で東京都ができることをやはり分けた方がいいと思うのです。長期ぐらいの

スパンになると東京都はかなりやることができて、しかもそれは恐らく日本一であり、かつ、うま

くやれば世界一になれる。その辺の背伸びというのはどのくらいか、ちょっと設定条件は難しいか

もしれませんけれども、それは小泉先生のおっしゃったような非常に解析データを客観的データを

ベースにしながらある程度実現可能なシナリオというのを短期、中期、長期で書いていく。やっぱ

り大筋分けて、どれぐらい市民が協力してできるか、できないのかも平面上で分けて考える。そう

いう作業を少し丁寧にやっていく必要があるのではないかと思っております。 
以上でございます。 

 
【黒川委員】 背伸びというのは、我々がやる仕事がふえたり、家庭の中でやる仕事がふえたり、手

間がかかることも背伸びの１個なのですよね。 
 
【田中会長】 非常によくわかりますね。もっと環境を大切にということで、それは結果的には都の

税金を使う額は小さくなるという見方もありますよね。それはいいことだと、多くの都民が考えれ

ばそういう方向で進めるべきでしょうね。大体議論が尽きたような気がしますが、１回目としては。 
ということで、きょうの議事録をもう一遍精査して、そしてどういう戦略で答申案を詰めていく

かという計画を事務局でちょっと考えていただいて、何でもかんでも全部はやれないので、ある程

度プライオリティーをつけて優先順位をつけて最低限ここは出そうとか、そういうような戦略で。

それで、一つはそれに必要なデータを集め解析をし、そして私たちが一つ一つ納得をして前に進ん

でいくというプロセスが大事ですよね。アカウンタビリティーが重要でなぜこんな結論になったん

だというときにちゃんと資料で説明すればわかっていただける。こういう資料をつくりましょう。

ありがとうございました。 
それでは、まだ意見があろうかとは思いますけれども、時間の都合で本諮問については、産廃の

適正処理と、それから廃プラスチックの発生抑制・リサイクルといった二つの事項について審議す

ることになりました。 
そこで、諮問事項の産業廃棄物の適正処理の徹底についての審議を行う産業廃棄物部会というの

と、廃プラスチックの発生抑制・リサイクルの促進についての審議を行う廃プラスチック部会を設

置して、課題の整理と集中的な討論を行っていただくことにしたいと思いますので、この会議次第

の１０番目の部会の設置を考えたいと思います。部会の審議結果をこの審議会に全体報告していた

だいた上で審議会として結論をまとめるということにしてはと思います。 
審議期間は事務局ではどのように考えていらっしゃるのでしょうか。 

 
【福永廃棄物対策部長】 はい。おおむねでございますけれども、来年の２月ごろに中間のまとめを

いただきまして、６月ごろに最終答申というようなスケジュールを想定しております。 
 
【田中会長】 わかりました。それでは、そんなおおむね１年間という目途でそういうスケジュール

に向けて二つの部会、産業廃棄物部会と廃プラスチック部会を設置して、審議を進めていきたいと

思います。皆さんいかがでしょうか。いいでしょうか。 
 

（異議なし） 
 
【田中会長】 それでは、審議会の要綱の第７条の第３項によりまして、部会長及び部会の委員につ

きまして会長が指名ということになっておりますので、私の方から指名をさせていただきたいと思

います。 
産業廃棄物部会の部会長と部会委員を指名させていただきます。部会長には、小泉委員にお願い

したいと思います。部会委員には、大島委員、北村委員、中杉委員、野口委員、野村委員、芳賀委

員、藤山委員、細田委員にお願いしたいと思います。 
それから、廃プラスチック部会の部会長と部会委員を指名したいと思います。部会長には、二つ

で大変ですけれども、小泉委員にお願いします。部会委員は、石塚委員、大島委員、崎田委員、辰
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巳委員、芳賀委員、福岡委員、藤山委員、細田委員、前田委員、室橋委員、以上のメンバーにお願

いしたいと思います。 
よろしいでしょうか。 

 
（異議なし） 

 
【田中会長】 では、小泉部会長、よろしくお願いします。 
 
【小泉委員】 はい、わかりました。それで会長、運営要綱の第７条５項で部会長に事故があるとき、

又は部会長が欠けたときは、あらかじめ当該部会に属する委員のうちから部会長が指名する委員が

その職務を代理するという、こういう条項がございまして、私の方から部会長代理を指名させてい

ただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 
 
【田中会長】 はい、お願いします。 
 
【小泉委員】 では、両部会ともに部会長代理として、細田委員にお願いしたいと思いますが、細田

委員、お受けいただけますでしょぅか。 
 
【細田委員】 お受けいたします。 
 
【小泉委員】 どうもありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。 
 
【田中会長】 それでは、部会委員の皆様、どうぞよろしくお願いします。 

ちょっと時間がありますけれども、事務局の方から何かございますでしょうか。 
 
【銀林計画課長】 ただいま設置していただきました部会につきましてでございますけれども、最初

の産業廃棄物部会及び廃プラスチック部会につきましては、７月に開催をお願いしたいというふう

に考えております。詳細の日程、開催場所につきましては、調整の上、部会委員の皆様にご連絡を

申し上げたいと存じます。 
また、次回の総会につきましては、おおむね来年の２月ごろ中間報告の時期を予定してございま

す。こちらにつきましても調整をさせていただいて、決定次第ご連絡をさせていただきたいと存じ

ます。 
なお、部会委員の皆様につきましては、本審議会終了後に７月のご予定をお知らせいただくため

のスケジュール表をお配りしたいと思っております。ご都合の悪い日に×印をご記入いただきまし

て、事務局の方に後ほどご連絡いただければというふうに考えております。 
以上でございます。 

 
【田中会長】 ちょっと事務局からのサジェスションもあったんですけれども、廃プラスチックの方

の部会に黒川委員にぜひ入っていただきたいということで、黒川委員、お願いできますでしょぅか。 
 
【黒川委員】 はい。 
 
【田中会長】 よろしくお願いします。大体今日の審議すべきことは終わったんですけれども、この

場で話題提供でもあればお願いしたいと思いますけど、ありますでしょうか。廃棄物に関連して。 
最近新聞ではいろいろ不法投棄だとか、産廃処理業者に絡んだ記事がたくさん出ていますけれど

も、最初の方の諮問の適正処理が法律違反絡みがたくさんあるなというのが一般の都民、国民が持

っている印象でしょうね。 
ですから、なかなか国も不法投棄をどうするかとか、それからマニフェストという制度があって、

廃棄物が排出したところから最終処分まできちんと物が流れるようにという制度でつくっているん
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ですけれども、それは機能していないということを意味しますね。お金を送ったらちゃんと間違い

なくみんな届くのだけど、廃棄物を送ったらちゃんと届かないというのはなぜだろうと。お金を送

ると書留で送って、それで郵便局で送ると、もし届いてないというとクレームがある。廃棄物は送

ったのだけど届かなかったらクレームをだれもしない。だから、途中で捨てられたままになると、

こういう違いがあって、廃棄物は現金を送るのと同じようにちゃんと本来の届くべきところに届か

ないということが起こっているのですね。それをどうするかというので、いろいろ衛星を使ってサ

テライトですね。ＧＰＳとかいろいろ技術的にはあるのですけれども、あとはもうそれを取り扱う

人間だと、最後は。 
というので、産廃にかかわる人、あるいは廃棄物処理にかかわる人の倫理感とか、教育だとか、

そういうことも非常に大事になってきて、それで私も大学でこの分野の人材を育成しようというこ

とで、廃棄物の分野で活躍する人たちを養成しようと思うんですけれども。今では日本環境衛生セ

ンターとか、あるいは日本産業廃棄物処理振興センターが廃棄物処理にかかわる人たちの人材養成

ということで教育訓練をやっているんですけれども、そういうところできちんと勉強して、本当に

大丈夫だという人間が資格をとって、そういう人たちがかかわっている企業は大丈夫だと。こうい

うふうになればいいなと思っているのですけれども。 
いまだにこの分野では人を養成する専門学校すらない。あらゆる分野で専門学校がありますけれ

ども、この分野だけは専門学校すらないというので、今自治体で廃棄物にかかわっている人は７万

から８万人ぐらいいますけれども、民間の産業廃棄物の処理に扱っているのが１０万から２０万人、

はっきりわからないんですけれども、産廃処理企業として許可を取っている会社が７万社ぐらいあ

りますから、一人ずついても７万人、二人おれば１４万人と思いますけれども、それぐらいの人間

が働いているのだけれども、それを組織的に人材を養成して送り込むという組織ができていないと

いうのもあって、そんなのもあるので、都立産業廃棄物教育大学でもつくっていただくといいかな

という気もしますけれども。それはちょっと冗談ですけれども。 
私たちは岡山大学では文部省にこういう分野で活躍する人の教育が大事だよということで、研究

教育拠点作りを申請はしていますけれども。 
ほかに何か。小泉委員。 

 
【小泉委員】 会長の方からいろいろ教育のお話が出ましたので、うちの大学でも廃棄物に興味を持

つ学生は非常にたくさんふえておりまして、私の研究室もかなりオーバーフローするぐらいに集ま

っております。 
 
【田中会長】 そうですか。 
 
【小泉委員】 ただ、私が思っていますのは、動脈産業から静脈産業への変換とか、あるいは循環型

社会を目指すということはもう大分前から言われてはいるのですけれども、なかなかその変換、今

は２０世紀から２１世紀になって変換プロセスということだとは思うんですけれども、最近の廃棄

物産業といいますか、そういった分野の動向をちょっと見ていると、余り活気がないように思うの

ですね。と言いますのは、卒業生がそういう分野に就職しようとしたときにそれほど多くの人材を

採用するということはない。逆に言いますと、産業廃棄物でも一般でもそうですが、廃棄物に関係

するいろんなその経済ないし、あるいは民間の企業がそれほどもうかっていないという意味なので

すね。ですから、そこが活性化していくとどんどん静脈産業という形でお金のフローも出てきて、

そうすると雇用もふえてという、そういう流れになろうかと思うのですが、今は口だけでなかなか

この動きがいまいち弾み車が回ってこないという、そういうふうに私は今思っております。 
ですから、こういった都の審議会で答申するような内容も少しそういったものが好転していくよ

うな、ですから、例えば減量化したものがいい思いをするとか、あるいはリサイクルすることによ

って、むだなリサイクルはしてはいけないけれども、その経済が活発になるような、そういうリサ

イクル行動なり活動なり、そういうものをやはり選んでいかないと。例えば産廃の不法投棄でもむ

ちばかりではやっぱりだめだと思うし、あめとむちの両方と言いますかね、その両方がどういうふ

うにミックスしてうまい具合にやっていくのかということが大事かなというふうにそのように感じ

 22



 23

ておりますが。 
感想ですけれども。 

 
【原山委員】 先生がおっしゃったのに反論するわけではないんですけれども、産業廃棄物と聞くと

不法投棄ですよ。それで扱うのは悪徳業者。こういう社会の評価がやっぱり産廃業者が真面目にや

っていればやっているほどそういう業者は深刻に考えているのですよ。ところがアウトローの連中

はもう金さえもうかればいいんですから、何を言われたって平気ですけけども、協会に入っている

業者というのは比較的真面目ですから、本当に社会的信頼がないということだけで毎日毎日が憂鬱

な一日を送っているのですよ。 
ですから、私が東京都さんにもよくお願いすることは、許可を出すと同時に協会に加入する何か

方法を考えていただけないかと。そうすれば協会独自でやはりそれなりに研修制度や何かあります

ので、そういった一番お互いに見合うということ、あいつは悪いことしているのではないかとかい

うことをお互いに意識として持てば、これは私ある程度監視体制ができますからいいのじゃないか

ということで都にお願いしているのですが、なかなか難しいようですね。 
 
【小泉委員】 おっしゃるように１００のうち１でも悪いのが出てしまうと、そこがクローズアップ

されてしまいますしね。日本は狭い国土ですから今おっしゃるような監視体制というのですか、そ

れは割とやろうと思えばできるようにも思いますし。 
 
【原山委員】 そうなのですよね、だからいい人間いますからね、人のやっていることをつっついた

りするのはどうも道義的にあれだという思いもありますから、なかなかそれは実際にはやりにくい

ことですけれども、しかし、思い切ってやらなければしようがないですから、これは。そんなこと

は考えていますけれども。 
 
【畑委員】 ちょっといいですか。我々はリサイクルの実務の方をあずかっている団体でございます

が、審議会でリサイクルの実務に係わる問題点が扱われる場面が少ないと感じております。ぜひ

我々からの意見の反映をお願いします。 
 
【田中会長】 ぜひ関連の資料などがありましたら事務局に提出いただければと思います。産廃処理

企業には大いに活躍してもらいたいなという思いがしますね。というのは、日本だけではなくて、

東南アジアの廃棄物の処理にも日本の果たす役割が非常に多いのではないかなというので、アメリ

カや、あるいはフランスの産廃処理企業がアジアに乗り出して来ているのに、日本の企業が全く行

ってないというので、そういうのを見ればもっとビジネスチャンスがあるし、雇用の拡大にもつな

がるし、それを東京都でやりながら体力もつけていただいて、というような気もしますね。 
以上、大体ご発言も出たようですので、これで審議会は閉会にさせていただきたいと思います。

きょうはどうも長い間ありがとうございました。 
 

（午前１１時５０分 閉会） 


