
東京都廃棄物審議会 
議 事 録 

 
日時：平成１６年２月２０日（金） 

午後６時００分から    
場所：東京都庁第二本庁舎     

３１階特別会議室２７  
 
【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催いたします。 

 委員の皆様には、大変お忙しい中をご出席いただきまして、誠にありがとうございます。 
 昨年の６月に石原都知事から諮問いただきました「産業廃棄物の適正処理の徹底について」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」、それぞれの部会において審議を行っ

ていただきました。本日は、両部会でおまとめいただいた「中間のまとめ（案）」をご報告いただ

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」を行ってまいりたいと考えて

おります。 
 審議に先立ち、本日は小池局長が御出席されていますので、御挨拶をお願いしたいと思います。

よろしくお願いいたします。 
 
【小池環境局長】 環境局長の小池でございます。よろしくお願いいたします。 

 廃棄物審議会の開会に当たりまして、一言御挨拶申し上げたいと思います。田中会長初め、委員

の皆様方には、本日大変お忙しい中、御出席いただきまして、本当にありがとうございます。また、

日ごろから東京都の廃棄物行政に格段の御指導、御協力を賜りまして、誠にありがとうございます。 
 さて、東京は今、自動車排ガスによる大気汚染、あるいはまた地球温暖化とヒートアイランド現

象、さらには廃棄物問題といいました、さまざまな環境問題に直面しております。都におきまして

は、これらの問題の解決に向けまして、都民の健康と安全を確保し、東京を持続可能な都市に変革

していくと、こういうことを基本理念に掲げまして、現在さまざまな施策を展開しているところで

ございます。 
 その中で、本日の審議会の議論の対象になっております大量生産、大量消費に伴って発生いたし

ます廃棄物問題、この解決が喫緊の課題となっているところでございます。東京から排出されまし

た産業廃棄物が、他県で不適正に処理されるという事例が少なくないのが現実でありまして、産業

廃棄物の排出事業者が多く所在する東京都は、この問題の解決に積極的に取り組むことが求められ

ております。 
 また、資源として有用な廃プラスチックを大量に埋立て処分しておりまして、限りある埋立て処

分空間を浪費している実態があります。改めて、この事実をしっかりと見据えて、循環型社会の実

現を目指して、どのような解決を図っていくべきか、真剣に検討すべき時期を迎えていると考えて

おります。 
 このような問題認識から、昨年６月、当審議会に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、リサイクルの促進についての審議をお願いしてまいりました。これまで、産業廃棄

物部会及び廃プラスチック部会におきまして、委員の皆様から数々の貴重な御意見が出され、御審

議いただいてまいりました。本日の審議会では、これまでの議論を踏まえて取りまとめられました

中間のまとめについての審議が予定されております。 
 ぜひとも、東京都の廃棄物行政に課せられました、この二つの大きな課題の解決に向けた忌憚の

ない御意見をいただきますようお願い申し上げまして、簡単ではございますが、御挨拶とさせてい

ただきます。 
 
【田中会長】 ありがとうございました。 

 次に事務局からの確認事項をお願いします。 
 
【銀林計画課長】 初めに本日の出欠席についてお知らせをいたします。 
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 ただいま出席の委員数は１１名で、委員総数２０名の過半数に達しております。定足数を満たし

ていることを報告させていただきます。 
 なお、石塚委員、桜木委員、野村委員、畑委員、原山委員、細田委員、室橋委員につきましては、

本日、御都合により欠席と承っております。 
 なお、黒川委員、中杉委員につきましては出席ということで御連絡を承っておりますので、後ほ

どお越しいただけるものというふうに考えております。以上でございます。 
 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。まず表紙が第６回東京都廃

棄物審議会ということで、１枚おめくりいただきますと、左側に委員名簿、それから右側に本日の

座席表、もう１枚おめくりいただきますと、本日の議題でございます中間のまとめの表紙がつけて

ございます。（１）産業廃棄物の適正処理の徹底について、（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と書いてございます。 
 もう１枚以下が、本日の資料でございまして、資料１から４まで４種類用意してございます。資

料１が、「産業廃棄物の適正処理の徹底について」－中間のまとめ（案）－。それから、資料２が

Ａ３横長になりますけれども、同概要でございます。それから資料３が、「廃プラスチックの発生

抑制・リサイクルの促進について」－中間のまとめ（案）－でございます。それと資料４が一番最

後になりますけれども、やはりＡ３横長で、同概要ということになっております。 
 資料は以上でございますが、お手元にそろっていらっしゃいますでしょうか。 事務局からは以

上でございます。 
 
【田中会長】  これより議事に入ります。議題は中間のまとめです。本日は産業廃棄物部会、廃プ

ラスチック部会の両部会からの中間のまとめ（案）の報告がございます。 
 まず最初に産業廃棄物部会からの御報告をいただいた上で、委員の皆さんに御意見をいただきた

いと思います。その後、廃プラスチック部会からの御報告をいただき、委員の皆さんに御意見をい

ただきたいと思います。 
 それでは、産業廃棄物部会の審議の経過と中間のまとめ（案）について部会長から御報告いただ

きたいと思います。よろしくお願いします。 
 
【小泉委員】 それでは、審議の経過について報告いたします。 

 産業廃棄物部会につきましては、これまで４回の部会を開催し、審議してまいりました。本日、

中間のまとめ（案）として、本総会に御報告させていただきます。 
 昨年の７月２５日に第１回部会を開催し、産業廃棄物処理の現状と課題ということで、不法投棄

の現状、都のこれまでの施策、産業廃棄物に関する情報提供の仕組みについて、現状と課題の確認

を行いました。 
 続いて１０月７日の第２回部会では、現状と課題を踏まえ、適正処理確保に向けての新たな取組

について議論を行いました。この中では、排出事業者に対して適正処理を確保するために取り組ん

でいる事項について報告を求め、公表し、意識の向上を図ること、処理業者に処理施設での産業廃

棄物処理の状態を確認できるデータの報告を求め、公表し、処理の透明化を図ることなど、中間ま

とめ（案）の骨格となる部分が議論されました。 
 そして、１２月１日の第３回の部会では、中間のまとめについてということで、中間のまとめ素

案として文章化するのに向けて、全体の構成や新たな施策の詳細についての議論がなされました。

新たな施策については、他方例に基づく報告データの活用も検討すべきであることなどの意見が出

されました。 
 そして、今年の１月２１日の第４回部会では、関係団体にお越しいただいて、まとめ（案）につ

いての御意見をお聞きいたしました。排出事業者からは、社団法人東京建設業協会、東京都病院協

会、東京商工会議所、社団法人東京都医師会、この４団体。それから処理業者からは、社団法人東

京産業廃棄物協会から、それぞれ御意見をお聞きいたしました。 
 排出事業者の団体からは、特に中間処理、最終処分の情報が入りにくいことから、こうした情報

を公開することで、排出事業者が安心して処理業者を選定できるような仕組みを構築することは、

意義のあることだとの御意見がありました。 
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 また、排出事業者、処理業者の双方の団体から適正処理の徹底を図るためには、報告を求める対

象をさらに広げるべきではないかという御意見がありました。そして、それらの意見等を踏まえま

して、中間のまとめ素案についての議論を行い、さらに明記すべき事項を確認し、まとめることと

いたしました。 
 以上、中間のまとめ（案）の審議経過について、御報告させていただきました。詳細については、

事務局から説明をお願いいたします。 
 
【産業廃棄物対策課長】 それでは、産業廃棄物の適正処理の徹底についての中間のまとめ（案）に

ついて、御報告させていただきます。 
 資料１を御覧いただきたいと思いますが、１ページから１０ページまでが、中間のまとめ（案）

の本文になってございます。１１ページからがその添付資料ということで、１７ページまでついて

ございます。１９ページから用語解説という構成になってございます。 
 本日は資料２、中間のまとめ（案）の概要、これに従いまして、御報告させていただきます。資

料２を御覧いただきたいと思います。 
 第１章、不適正処理の現状。１、東京の産業廃棄物。東京から排出される産業廃棄物は、上下水

汚泥を除いても、年間１，１８４万トン、この内、建設業は９６９万トン、製造業は１７６万トン、

医療業は７万トンを排出。これらは排出事業者の責任で広域的に処理されており、中間処理の５

９％、最終処分の７７％が、東京都の域外での処理。 
 ２、不適正処理の現状。国内では、年間１，０００件前後の不法投棄事件が発生、不法投棄量は

３２万トン。これらの中に東京から排出された産業廃棄物が含まれる例も少なくない。処理業者に

委託された産業廃棄物が、無許可業者などの手に渡って、不法投棄事件につながることが少なくな

い。 
 ３、これまでの施策。廃棄物処理法の改正：不適正処理に対する罰則、排出事業者責任が強化さ

れた。都の施策：産廃Ｇメン、産廃スクラム２７、エコトライ協定、スーパーエコタウン事業等。

排出事業者が優良な処理業者を選定しようとする気運も高まりつつあるが、排出事業者及び処理業

者全体に、適正処理の意識が浸透しているとはいい難い。 
 次いで第２章、今後の施策の方向。１、不適正処理の主な要因。排出事業者側の要因。中間処理

や最終処分の能力を確認せず、価格優先で処理業者を選定。産業廃棄物を引き渡した後は処理業者

まかせという、安易な委託。処理業者側の要因。顧客獲得を優先、能力以上の処理を請け負い、無

許可業者等に横流しする処理業者が存在。中間処理施設や保管・積替え施設の搬出入・稼動状況な

ど、処理業者の事業の状況が不透明。 
 ２、今後の施策の方向。不法投棄や、それにつながる行為などに対する規制・監視を一層強化す

るとともに、排出事業者の社会的責任の徹底。産業廃棄物を排出する企業にとって、法令を遵守し

た適正な処理やリサイクルが行われるよう最大限の努力を尽くすことは、社会的責任の中核的要素

のひとつである。都は、産業廃棄物を多量に排出する事業者、有害性の高い産業廃棄物を排出する

事業者などに対し、社会的責任の徹底を求めるべき。その取組が広く公表され、社会的に評価され

るような仕組みの構築を進めるべき。産業廃棄物処理業の健全な静脈産業としての発展。循環型社

会を目指すには、静脈産業が動脈産業と同様に発展し、社会的な評価を受けることが極めて重要。

都は、事業内容が透明で、信頼性の高い処理業者が発展していけるような仕組みの構築を進めてい

くべき。 
 次いで第３章、適正処理の確保に向けた新たな施策。１、排出事業者の適正処理への取組を公表

する制度の創設。産業廃棄物の多量排出事業者、特別管理産業廃棄物の排出事業者に、適正処理の

徹底を確保するために講じている対策について報告を義務づけ、公表する制度を創設すべき。 
 詳細は別紙ということで、恐れ入ります、１枚おめくりいただいて、別紙の左側、１、排出事業

者の適正処理への取組を公表する制度の創設（案）。対象事業者、一定規模以上の排出事業者。例

としまして、建設業（資本金が１億円以上）。全ての病院（病床数２０床以上）。製造業（従業員３

００人以上の工場）など。産業廃棄物を年間１，０００トン以上排出する事業者、特別管理産業廃

棄物を年間５０トン以上排出する事業者。報告対象以外の事業者も任意で報告。 
 報告内容。例としまして、処理業者の選定方法、処理の履行状況の確認方法、社内及び下請け業

 3



者、部品納入業者等への教育など。こういった中身につきまして、東京都に報告していただき、そ

れを公表する。下の方ですが、特に優れた取組は表彰。それから対象事業者に対し、東京都は報告

に基づく立入検査を行うといった中身になってございます。 
 恐れ入ります、資料２に戻っていただきまして、第３章の２、処理業者の産業廃棄物処理の状態

を公表する制度の創設。産業廃棄物処理業者に対して、処理の状態を確認できるデータの報告を義

務づけ、公表する制度を創設すべき。これも詳細は別紙ということで、恐れ入ります、別紙の右側、

２、処理業者の産業廃棄物処理の状態を公表する制度の創設（案）を御覧いただきたいと思います。 
 報告内容と報告頻度。処分業者及び保管・積替え施設を有する収集運搬業者（約７００）。報告

項目、例としまして、産業廃棄物の搬入・搬出実績、搬入・搬出車両、保管状況、電子マニフェス

トの導入状況、施設の稼動時間など。報告頻度、排出事業者が適正処理の状態を定期的に確認する

ことができる頻度。保管・積替え施設を有しない収集運搬業者（約９，０００）の報告内容、頻度

は現行どおりと。これらにつきまして東京都に報告をいただき、これを公表する。東京都は都の許

可を有する処理業者に対し、報告に基づく立入検査を行うという内容でございます。 
 資料２に戻っていただきまして、第３章、３、その他の新たな施策の検討。優良事業者の育成。

報告・公表制度の定着状況を見た上で、法令規定以上の取組を行う優良な処理業者を、第三者機関

が評価する制度の導入を検討すべき。個々の廃棄物の流れを適確かつ即時的に把握するシステムの

普及。ＧＰＳやＩＣタグ等を活用した追跡システムなどについて、先進的な取組の成果を見た上で、

他への普及を図って行くべき。 
 ４、今後の課題。広域的な仕組みの構築。八都県市間の調整を図り、広域的な仕組みの構築に努

めるべき。全国共通の仕組みが構築されるよう国に働きかけていくべき。今後の課題。リサイクル

品の需要拡大等を促進し、円滑なリサイクルシステムの実現を図るべき。廃棄物・リサイクル関連

法の再構築に向け国に積極的な提案を行っていくべき。 
 以上でございます。 

 
【田中会長】 それでは、ただいまの報告について、御意見をいただきたいと思います。何かござい

ますか。いろいろな現状を解説されており、今後の施策の方向については、一般的には「鞭と飴」

の鞭が多いのですけれども、鞭という意味では、データの報告の義務ということです。それほど鞭

ではないのですけれども、データを定期的に公表するという義務を課すと負担になります。その代

わり、飴という意味では、良いものは積極的に公表していこうということですね。最低限の義務を

やるというのではなくて、さらに自主的にやっているものは表彰しようといったようなことが、飴

ではないかと思います。 
 部会のメンバーでない方は、全体のご意見をどうぞ。崎田さん。 

 
【崎田委員】 それでは、部会のメンバーではないので、感想をお話しさせていただきたいと思いま

す。 
 産業廃棄物の不適正処理という情報は、世の中、よくニュースなどでも出てくるのですが、やは

り最近いろいろな処理業者の方にお会いしていると、関心の高い方も大変増えてきていらっしゃる

というふうに感じるのです。そういう意味で、しっかり取り組んでくださっているところをきちん

と評価するということは、とても素晴らしいことだと思っております。ですから、今回も排出事業

者の取組も表彰ということ、処理業者の方も今後きちんとした取組に関しては、評価していくとい

うことも検討されるという流れはやはり大変重要だと私も思います。 
 あと、もう一つ、都民として考えると、普通、産業廃棄物ってとても遠い感じがするのです。以

前、都民生活から割に身近な産業廃棄物はどういうものかいろいろ調べていただいたことがあるの

ですね。その時に個人住宅の取り壊しとか、下水道汚泥とか、ああいう割に身近なものが産業廃棄

物で、東京の場合３４％が家庭に大変近い家庭由来の産業廃棄物だというデータを出していただい

たことがあるのです。そういう意味で、都民ももっともっと関心を持っていくということが、こう

いう仕組みをきちんと円滑に動かしていくことにつながっていくと思います。今のお話をいただい

た中には、一般消費者とか、都民への要望みたいなお話はなかったのですけれども、都民自身が自

分たちの暮らしの時、あるいは排出者の一人としての個人住宅を建て替える時とか、あと病院を選
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ぶ時に、その病院がちゃんとしているかどうかとか、そういういろんなことに関心を持っていくと

いうこと全部が、信頼関係を構築していく上で大事なことなのではないかというふうに感じました。 
 何か、そういうことも中に一言盛り込んでおいていただくと、みんな関心を持つのではないかと

いう感じもいたしました。 
 
【田中会長】 そうですね。情報を公開するという中に、産業廃棄物処理の重要性みたいなものも積

極的に出して、１ページ目にあるように産業廃棄物といっても、この数字からみると下水道汚泥が

半分以上ですよね。そうすると、もう家庭の後始末。そういうので産業廃棄物の処理の重要性、そ

して適正に処理していることのＰＲもやる。その中の一部が不法投棄や不適正処理だということで、

そこの部分を公表したり、あるいは適正にやっている部分も公表したりというので、理解を深める

ような情報発信も同時にやれるといいですよね。また具体的には、その辺の内容を留意し、構築し

て、デザインしていただければと思いますが。 
 他に御意見ございますか。辰巳委員。 

 
【辰巳委員】 最初の現状のところを読ませていただいて、東京都の域外にかなりたくさんのものが

出ていっている現状だということなのですけれども、それを鞭で縛ろうとしたとしても、都内でこ

れが処理できる状況にあるのですか。正しく皆さんが、きちっと処理をしようとした時に、能力が

あるのかどうかが、わからなくていいのでしょうか。皆さんが適正処理するのは当然だと思います。

そのためには何か違う方策も、ここに加わらなければいけない。例えばもっとリサイクルを進める

とか、出てくる量を削減するとか、何かそういうふうな方策がないと、現状で域外にたくさん出て

いくのが問題なのは、とてもよくわかるのですけれども、そういう可能性が、どこまであるのか。

検討されているんだろうと思うのですけれども、今のお話の中での範囲では、ちょっとそういうふ

うな疑問を持ちました。 
 
【田中会長】 東京都の現在の施策というところで、スーパーエコタウンで施設を整備し、受け皿作

りがされているのですが、今の質問に対して事務局から何かコメントございますか。 
 
【松本参事廃棄物技術担当】 事務局から御説明申し上げます。本文の４ページに「東京都の施策」

というところで書いてございまして、例えば、スーパーエコタウン事業ということで、「都内での

中間処理施設の整備も重要であり、スーパーエコタウン事業において、東京臨海部に産業廃棄物の

リサイクル・処理施設の整備を進めている」ということで、現在、処理業者の各々の取組で進捗し

ているところでございます。 
 
【辰巳委員】 可能性があるということですね。わかりました。 
 
【松本参事廃棄物技術担当】 具体的には、１７ページにも資料が載っておりますので、御覧いただ

きたいと思います。 
 
【田中会長】 これらは、資料１の４ですけれども、これらの完成する時期というのは、何年ぐらい

かかるのでしょうか。ものによって竣工年が違うと思いますけれども。 
 
【松本参事廃棄物技術担当】 資料の１７ページを御覧いただきたいと思いますが、最初に完成しま

すのが、下から三つ目のフューチャー・エコロジーということで、廃ＰＣを初めとした廃電気機器

類などを対象としたリサイクル施設ということで、今年の４月から稼動を始めます。それから続き

まして、今年の１１月に稼動を開始しますのが、上から三つ目の高俊興業ということで、建設混合

廃棄物のリサイクル施設ということです。その次に稼動しますのは、その下のリサイクル・ピアと

書いてあります建設混合廃棄物の施設です。順次その後、１７年度に稼動を開始する予定でござい

ます。最後の一番下のヨコタ東北につきましては、まだ未定であるという状況でございます。 
 それから、これと一番上のＰＣＢ廃棄物処理施設というのがございますけれども、これは一都三
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県分のＰＣＢを広域処理するものでございまして、環境事業団が整備するものであります。これも

１７年度ということで稼動を開始します。 
 以上でございます。 

 
【田中会長】 ここ数年でいろんな施設が整備されるということで、受け皿は作られるという予定で

すね。 
 
【松本参事廃棄物技術担当】 受け皿の具体的な話ですけれども、感染性廃棄物につきましては、都

内での全量処理できる施設を目指したいということを目標に掲げておりまして、２番目のガス化溶

融等発電施設の中に感染性廃棄物を受け入れて、焼却する施設も計画されておりまして、この施設

の稼動によりまして、量的には他の施設と相まってバランスする施設になると思います。 
 あと、建設混合廃棄物につきましても、大体バランスするような量になるとは考えております。 

 
【田中会長】 それと、都の領域から外に出ることが、問題だととらえているのですが、それは監視

ができないからとか、ビジネスライクに言えば、最も効率のいい環境の問題がなければ、どこで処

理してもよさそうです。基本的には、都で出てきたものは都内で処理をするという努力をする、こ

れは不法投棄などが青森などで起こった経験から、こういう方向に持っていこうということでしょ

うか。 
 
【松本参事廃棄物技術担当】 他県で大分、産廃の多くが処理されておりまして、都内処理率を上げ

て行くということが、他県からの御理解を得るためにも必要であるということで、何とか都内処理

率を上げましょうということで取り組んでいるところでございます。 
 
【田中会長】 １００％はカバーできないと思いますけれども、いい施設があれば、ＰＣＢのように

他県のものも受け入れるという施設もあるということですね。 
 他に御質問、あるいは御意見はございますか。 
 黒川委員、お願いします。 

 
【黒川委員】 さっき少しだけお話が出てきた下水道の汚泥の処理量は多いのですけれど、これはも

ともと公的施設から出るわけで、不正に処理されることはないわけですよね。ただ、問題は、その

出てきた汚泥をどの地域に循環させるかという話と、循環の量が厳しいと、とにかく富栄養化とい

うか、厳しいことになってしまいますよね。そうすると、ある部分は建設資材というのですか、に

再利用するとか、何か今はどういうことを目的とされているのですか。ある程度、特定の地域、周

辺の地域とお願いをして、土に返すようなこともあり、かつ建設資材や何かに作り変えるというよ

うなことになっていっているのですか。どんな感じだと思いますか。 
 
【田中会長】 では、１ページ目の図をちょっと見ながら説明いただけますか。最終処分場には１，

３００万トンのうち５万トンしか行っていないですよね。 
 
【片岡産業廃棄物対策課長】 図で示されています上下水汚泥排出量は、約1,300万トンでございま

すが、まず脱水をいたします。これで重量ベースでいうと、ちょっと今手持ちの数字がないのです

が、かなり、中間処理後、減るというのがございます。その後の話ですが、今それぞれの担当の局

におきましては、例えばれんがとか、建設資材とか、そういったリサイクルを積極的に進めており

まして、そういったものに有効利用されています。したがって、最終処分というのは、そういった

経過を経た後の本当の残渣だけが出てくるというような流れになっております。 
 
【黒川委員】 いわゆる農地に返すようなことは、東京都の場合はしていないということですか。 
 
【片岡産業廃棄物対策課長】 それはしてございません。 
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【田中会長】 他にございますか。芳賀委員。 
 
【芳賀委員】 中間のまとめを見させていただいて、都民としては大変勉強になるし、よくできてい

るなという印象を持っております。ただ、第３章のところで、業者について公表する制度をこれか

ら創設されるということなのでございますが、都民としてお願いしたいことは、事業者からのデー

タを、そのまま総花的に公表するような、データ化していくのではなくて、都民にわかりやすく興

味がもてるような形でアウトプットしていっていただきたいなというふうにお願いしたいと考えて

おります。 
 例えば、処理業者の施設がどこにあるのかとか、その業者の本社がどこにあるのかというような

具体的な記載がありますと、例えば地域住民はその業者について、かなり興味を持って見て行くと

いうことができると思いますので、都民がどこに関心を持っているのかということを考えた上で、

施策を推進していっていただきたいなと思います。 
 以上でございます。 

 
【田中会長】 情報を公開する場合における留意事項ですね。場合によってはその中身をそのまま検

証するとか、それから住民が知りたい情報に加工するとか、そういうことも必要ですね。 
 他にございますか。崎田委員。 

 
【崎田委員】 今の芳賀委員の御意見に付随してですけれども、例えば、１７ページですが先ほどか

らいろいろな処理施設のお話などもありましたけれども、こういうところ、今後実際に運営された

時に、どういうふうに運営されているかという状況を地域住民、あるいは都民全体が関心を持って

いくということも、こういう事業が円滑にいくことにとても重要だと思います。情報を出すだけで

はなくて、できるだけきちんと地域住民とコミュニケーションしていくような、例えばリスクコミ

ュニケーションみたいなことを徹底してやっていただくとか、そういうようなことをかなりしっか

りと考えていただければありがたいなと思います。 
 特にＰＣＢの処理施設とか、今これは高濃度のお話ですが、今後、低濃度汚染物の問題なども出

てきまして、今後非常に裾野が広がる話ですので、ここでもう一回、できるだけコミュニケーショ

ンの状況を確保しておいていただくということが大事なのではないかなというふうに感じます。 
 
【田中会長】 こういう施設を作る時のミニアセスをやっていると思うのですけれども、そういう中

に情報開示とか、あるいは情報の提供、あるいは環境モニタリング、そういうものにも場合によっ

ては、公開の中に組み込むかというようなことでしょうかね。 
 松本さん、どうぞ。 

 
【松本参事廃棄物技術担当】 １７ページの施設につきましては、公募施設でございまして、また要

綱の中で決めておりまして、施設公開も含まれておりますので、事業の竣工した後は施設公開で、

いろいろお聞きするシステムができ上がると思います。 
 ＰＣＢもここに載っていますように同じでございます。 

 
【小池環境局長】 ちょっと補足させていただきます。例えばＰＣＢのお話が出ました。ＰＣＢはも

う今は作られておりませんが、今まで作ったものをストックしています。それを全国的にブロック

を分けて処理していこうということで、東京都においては広域的に一都三県の分を臨海部で対応し

ようということになりました。それを受けるに当たっては、具体的な計画、どのような形で運営さ

れるのか、どういう施設を作るのか、施設を作った時に維持管理はどうやっていくのか、安全性は

どうなのか、どこからどういう形で運ばれてくるのか。そういうことを含めまして、地元区として

所在するところが実質的に地先なものですから、江東区とまだ決まってはいないのですけど、一応、

江東区の区議会にも御説明し、また周辺のアセスメントには地元の方々が入っていただいたアセス

説明会などにおいて、ずっと説明していくことになっております。これから実際に開業されてから
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も、運営はちゃんとオープンにしていくということで、わかりやすい格好で運営することにしてお

ります。 
 それからガス化溶融についても、基本的にはそのような格好で取り組んでおりまして、下の方の

ものは、これは大田区の城南島というところに集中立地をするような格好にしているわけです。こ

こで先ほど説明がありましたように、かなり都内から発生するものの中間処理ができるように、と

いう配慮をしております。例えば、食品残渣物なんか、非常に特徴的だと思いますけれども、都内

のレストラン、ビル、ホテル、そういうところから、何か催しをやると相当な残渣が出てきます。

一部は今まで、豚だとか、鶏だとかのえさなどに加工されて持っていかれてはしているのですが、

かなりの分が焼却処分されています。これはもったいないという動きがございまして、ここにあり

ますようにバイオエナジーというところは、そういったホテルや、レストランから出るものを集め

まして、食品残渣物をバイオガスという格好で転換させようとしています。ガスエンジン発電機の

燃料にしたり、水素を取り出したりしまして、燃料電池を動かそうというような取組をやろうとし

ているのです。 
 この２社を集めると、都内から発生する食品残渣物などのかなりの分が処理できるような格好に

なります。それから、あと他の建設廃棄物にも、かなりのところが対応できるようになります。今

御質問、御指摘がありましたように、地域としてまとまっているものですから、どうしても産業廃

棄物とか、廃棄物というとイメージが悪いわけですが、そうではなくて、皆さん努力して有用なも

のに転換しているのだから、もっともっと都民の人や、世の中に訴えられるような格好にしてほし

い。私ども東京都も、そういうことで訴えていくから、ブロックが地域でまとまっていますので、

ぜひ各進出事業者が協議会を作っていただいて、都民の人にも御覧になっていただき、「ああ、こ

んな格好で動いているのか」とか、こういうふうに有用物に転換しているのだとか、それを知って

いただく。問題があれば地域的なお話をするということで協議会も考えてゆくことでやっておりま

す。ですから、今お話がありましたような点を踏まえまして、地元とのコミュニケーションは十分

維持しながらやっていきたいと思います。 
 
【田中会長】 ありがとうございました。では、中杉委員。 
 
【中杉委員】 部会でも申し上げたことですけれども、この制度の中で得られるデータだけではなく

て、環境局の中にある他の制度の中でとられたデータも十分活用していただきたい。例えば具体的

にいえば、ＰＲＴＲで廃棄物としての移動量というものが報告されます。個々の事業者のデータを

そのまま行政の方に公表するわけにはいかないのですが、これは請求があれば公表できるというこ

とになっています。そういうのを踏まえて、何もこの中で全部の情報を得るというのではなくて、

他のところで得ている情報もちゃんと整理して活用していただければというふうに思います。 
 
【田中会長】 いろいろな御意見がございましたので、この部会についての議論はこの程度にさせて

いただきたいと思います。この部会の案の取り扱いについては、後ほど廃プラスチック部会からの

報告と合わせてお諮りしたいと思います。 
 それでは引き続きまして、廃プラスチック部会での審議の経過と中間のまとめ（案）について、

部会長から御報告をお願いいたします。 
 
【小泉委員】 それでは、審議の経過について報告いたします。 

 廃プラスチック部会につきましては、これまで５回の部会を開催し、審議してまいりました。本

日、中間のまとめ（案）として、本総会に御報告させていただきます。 
 まず、第１回目は昨年７月２５日に部会を開催いたしまして、廃プラスチック処理の現状と課題

ということで、廃プラスチック処理の現状や発生抑制の取組、そしてマテリアルリサイクルやサー

マルリサイクルの現状についての確認を行いました。 
 続いて９月１９日の第２回の部会では、現状と課題を踏まえ、廃プラスチックのリサイクルの方

向、これについて主に発生抑制とマテリアルリサイクルの取組について議論を行いました。現行の

容器包装リサイクル法では、市町村に大きな経費負担がかかっていること、法改正により製造者に
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適切な負担を求め、発生抑制に向けた動機づけとすべきこと。また多摩地域の事例により、家庭ご

みの有料化によって、ごみ量が減少し、発生抑制に効果があること等、これらが明らかになりまし

た。 
 そして１１月４日の第３回部会では、引き続き、廃プラスチックのリサイクルの方向につきまし

て、主にサーマルリサイクルの取組について議論を行いました。まずは発生抑制、次にマテリアル

リサイクル、最後に安全性を踏まえたサーマルリサイクルという流れになること。安全性につきま

しては、住民に安心できるようなコミュニケーションが必要であり、リスク管理として情報はオー

プンにしていくことが大切であること。また最終処分場の環境負荷などの制約条件を整理して議論

を進める必要があること等の確認がされました。なお、当日は審議会場を中央防波堤の埋立処分場

に移しまして、審議に先立ち、廃プラスチックの処分の状況を御確認いただきました。特に浸出水

の汚濁や、埋立地が長期にわたり安定しないことなどを現場でつぶさに見てまいりました。 
 １２月１６日の第４回部会では、中間のまとめについてということで、今までの議論を元に中間

のまとめ素案について内容を整理しました。１章の現状については誤解のないよう、収集体系など

をわかりやすく記載すること。２章、３章は廃プラスチックは資源であり、埋立不適物であるとい

うことの論点を整理すること。発生抑制の促進については、リユースの取組を含めること。産業廃

棄物についても記載すべきであること。また、都民にもわかりやすくするために用語解説なども追

加することといたしました。 
 １月２８日の第５回の部会では、各区市町村の独自の取組や、固有の実情についての意見照会結

果を踏まえまして、中間のまとめ素案について、さらに精査を重ねました。発生抑制に向けた経済

的インセンティブについて、生産者側や排出者側から整理し、まとめることといたしました。 
 以上、中間のまとめ（案）の審議経過につきまして報告させていただきました。詳細につきまし

ては、事務局から説明をお願いいたします。 
 以上でございます。 

 
【銀林計画課長】 それでは、資料３及び資料４概要に基づきまして御説明させていただきたいと思

います。まず、資料３、全体の章立てでございますけれども、第１章が廃プラスチック処理の現状

と課題、第２章で発生抑制・リサイクルの基本的な考え方、第３章で今後の施策の方向ということ

で、３章立てで整理をしております。 
 第１章の処理の現状と課題につきましては、七つの項目立て。それから第２章につきましては、

三つの項目立て。第３章については、四つの項目立てで本文を構成しております。その後、その中

身に関係する資料を添付してございまして、２７ページ以降が用語解説という全体構成になってお

ります。 
 それでは、第１章から御説明させていただきます。第１章、廃プラスチックの処理の現状と課題

でございます。概要を元に御説明をさせていただきます。まず、現状でございますけれども、都内

では１２５万トンの廃プラスチックが発生するということで、内訳といたしまして、一般廃棄物が

７１万トン、産業廃棄物が５４万トンということになります。それらについて全体としてマテリア

ルリサイクルされているものが１２％、焼却、あるいはサーマルに回されているものが３５％、埋

立処分に回っているのが５４％といったような現状を記載してございます。 
 また埋め立てられているプラスチックについて、都内で埋立処分されているものが５７万トンあ

るわけでございますけれども、これらについて電力量に換算すると２２万世帯分の電力量に相当い

たします。これは八王子市、あるいは板橋区の世帯数の電力量に相当するというようなことを記述

してございます。 
 それから埋立処分につきましては、廃プラスチックは非常に軽くてかさ張るということで、１ト

ン当たり１．３立方メートルの空間を消費することですとか、処分場を造るに当たっても、例えば

新海面処分場については建設事業費約７，４００億というようなお金がかかっていることなどもこ

こに書いてございます。 
 概要の方では、主に課題として四つほど項立てしてございます。まず発生抑制の現状というとこ

ろでございますけれども、これについては、本文の４ページになりますけれども、プラスチックは

利便性が高く、レジ袋や、家庭ごみ有料化とか、そういった発生抑制の取組はいろいろされている
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のだけれども、それにもかかわらず、抑制効果がまだ十分でないというところでございます。プラ

スチック全体の消費量、あるいは廃棄物として出てくる量を見ますと、全国ベースで、年間１，０

００万トン以上で推移しているという状況が記載してございます。 
 次に上から二つ目の囲みになりますけれども、容器包装リサイクル法の課題ということで、本来、

廃プラスチックの発生抑制・リサイクルには、容器包装リサイクル法が大きな役割を果たすべきで

あるにもかかわらず、現状では十分な成果を上げていないというような現状を記載してございます。

これは、区市町村の収集・保管費用の負担が大きく、事業者の負担は再商品化義務のみで軽いとい

うような現状を述べてございます。 
 次にマテリアルリサイクルの現状はどうかというところでございまして、これにつきましては、

ＰＥＴ、トレイ、端材以外は汚れのあるものや複合素材などが多く、素材としてのリサイクルが難

しい。ＰＥＴボトル、トレイというのは、素材が単一であること、それから分別が容易、わかりや

すいというような特長を持っております。それから端材については、割ときれいな形で出てくると

いうことで、これらについては基本的にはマテリアルリサイクルが向いているけれども、それ以外

のものについては、汚れがあったり、あるいは複合ということで、素材としてのリサイクルが難し

いというような現状を記載してございます。 
 それから次に本文6ページのサーマルリサイクルの位置づけということになりますけれども、一

般廃棄物の場合、都内の区市町村の多くでは、不燃ごみ（焼却不適）に区分されて、一部サーマル

リサイクルされているものを除いて、大半は埋立処分をされている。しかし、サーマルリサイクル

は有効な手段であるのだけれども、まだまだ廃プラスチックについては、現状は埋立てられている

ところが多いというようなことを記載してございます。 
 概要の一番下になりますけれども第１章のまとめとして、廃プラスチックの５割が埋立処分場へ

ということ。それから貴重な化石資源がなんら有効利用されない、それから限りある埋立処分空間

が埋め尽くされつつあるというまとめをしてございます。 
 次にそういった現状と課題に対しまして、発生抑制・リサイクルの基本的な考え方について、第

２章で記述してございます。まず、発生抑制とリサイクルの基本的な考え方でございますけれども、

現在の廃プラスチック処理を続けていくと、地球の貴重な賜物である化石資源を無駄に消費し続け

るということ。もう一つは限りある資源である埋立空間をも浪費することになるということ。そう

いった現状を踏まえて、廃プラスチックの処理のあり方を抜本的に見直し、循環型社会形成基本法

の基本原則に基づいて、できる限りリデュースを進め、それでも生じた廃プラスチックについては、

資源の保全、環境への負荷、経済性を考慮しながらリユース、マテリアル、サーマル、この順序で

リサイクルを推進していかなければならないということ。本文の頭で書いてございますけれども、

そのための具体的な方向ということで、この真ん中の囲み三つで整理してございます。 
 まず、１番といたしまして、発生抑制を促進する社会的仕組みの確立ということでございます。

これは現状を述べた上で、拡大生産者責任の強化、あるいは家庭ごみの有料化など発生抑制を定着

させるような経済的インセンティブを市場経済の中にビルトインしていくことが重要であるという

ふうにしております。 
 ２番目といたしまして、最適なリサイクルシステムの構築というところで、発生抑制を可能な限

り推進しても、高齢化が進む日本の社会では、軽量で利便性の高いプラスチック製容器包装や、製

品の量がゼロになることは期待できない。そういった前提で、そこから発生するものについては、

リサイクルを徹底し、処分量ゼロを目指すということでございます。資源の保全、環境への負荷、

経済性の三つの評価軸に沿って科学的な根拠に基づいた合理的な評価を行い、信頼性の高い最適な

リサイクルシステムを構築することを目指すべきであるということをいっております。 
 三つ目が、コーディネータとしての都の役割。発生抑制・リサイクルを推進して、循環型社会を

構築していくために、東京都は国への働きかけ、区市町村への技術的支援を行うとともに、事業所

や都民による発生抑制やリサイクルの取組が促進されるようにコーディネータとしての重要な役割

を果たさなければいけないということです。東京都の役割をこの基本的な考え方の一つに据えてご

ざいます。 
 次に第３章でございます。本文９ページになりますけれども、今後の施策の方向ということで、

基本的には廃プラは資源であること、埋立不適物であること、そして埋立処分量ゼロを目指すこと、
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これを１番のところで書いてございます。それに向けて、まず発生抑制を促進をするということ。

消費者一人ひとりの意識と実践こそが、大量生産、大量消費から脱却するための原動力であるとい

う認識の下に、１番といたしまして、環境活動の推進、都は、地域・ＮＰＯ・事業者・学校・行政

といった主体の連携・協働の促進、環境情報の提供、環境パートナーシップの構築に向けて、今ま

で以上に主体がそれぞれの立場で活動に取組めるよう、積極的に働きかけていくべきであるという

ふうに記載してございます。 
 それから２番で、事業者との連携による先進的な取組というところで、本文では特に流通業界と

の連携ですとか、そういったものを通じて廃棄物の発生が少ない商品の普及などを促進していくべ

き。またリユースについても言及しておりまして、リユースカップを例示として出して、リユース

カップを導入する動きが広がっている、これを利用することで、使い捨て飲料用容器の利用をする

時よりも、大幅なごみの削減が期待できるということです。 
 次に３番で、都民の信頼に応える環境コミュニケーションということです。ここでは経済的イン

センティブを市場に組み入れることが必要というところで、容器包装リサイクル法のそうした観点

での改正を国に提案要求すべき。それともう一方で、家庭ごみ有料化についても発生抑制の効果が

期待できるということで、こういったものについても経済的インセンティブを積極的に入れていく

必要があるということにしております。 
 その上で、本文１１ページになりますけれども、まずマテリアルリサイクルの一層の徹底という

ことで、記述してございます。ここでは、主に単一プラスチックの性質にかんがみまして、単一素

材で資源化がしやすい、あるいは分別ですとか、異物の除去が容易なものということで、ＰＥＴボ

トル、発泡スチロール、トレイなどについては、マテリアルリサイクルを一層推進すべき。現状と

して、都の埋立処分場に搬入されている一般廃プラスチックの約１割が、本来、資源として回収さ

れるべきＰＥＴボトルであるというような現状を踏まえまして、これらについて一層のマテリアル

の徹底をする必要があるということ。それから産業廃棄物につきましては、建設リサイクル法では、

現在プラスチック類は法の対象にはなっていないわけでございますけれども、これについても塩ビ

管など、廃管材料はマテリアルリサイクルが可能ということがございますので、公共工事で積極的

にマテリアルリサイクルを行う、あるいは再生品を優先的に利用していくことが必要というような

ことを書いてございます。 
 次にサーマルリサイクルの選択ということで、先ほど申し上げましたマテリアルリサイクルを徹

底した上で、プラスチックを種類別に分別することが困難であるもの、あるいは汚れが付着してい

るもの、複合素材であるもの、こういった資源の保全、環境への負荷、経済性の面でもマテリアル

リサイクルに適さないものについては、サーマルリサイクルを行い、埋立処分量ゼロを目指すべき

である。また廃棄物発電については、新エネルギーに位置づけられて、近年の技術開発により発電

効率は最新設備では２０％を超える水準に達していることなどについても記載してございます。 
 また産業廃棄物につきましては、先ほど来のお話のとおり、スーパーエコタウン事業を始め、全

国で廃プラスチックを発電燃料とした発電効率の高い施設が整備されつつある。これを踏まえて、

都は、マテリアルリサイクルに馴染まない廃プラスチックを排出する事業者へ、サーマルリサイク

ルによるエネルギーの回収を積極的に働きかけるべきというようなことを書いてございます。 
 次に都民の信頼に応える環境コミュニケーションということで、都民の信頼に応えるためにはマ

テリアルですとか、サーマルを行う施設の安全性、環境負荷、これらについての情報を発信するリ

スクコミュニケーションが重要である。区市町村の清掃工場などでは、従前もやってきているけれ

ども、廃プラスチックのサーマルを行う場合には、エネルギーの有効活用についても積極的に情報

発信していくことが必要であるというようなことを記載いたしました。 
 次に積極的に情報発信をするということで、本文１４ページに記載してございます。本文の第２

段落になりますけれども、廃プラスチック、現状では大半分が埋立されているわけですけれども、

不燃ごみの行き先、焼却不適ごみの行き先は埋立処分場であるということで、しかし廃プラスチッ

クは貴重な資源であって、埋立不適物でなければならないということ。都はこのような観点に立っ

て積極的に都民や事業者、区市町村に問題提起をしていくべきである。そして廃プラスチックの問

題に関しても、発生抑制に向けた産業活動・ライフスタイルの見直しやマテリアルリサイクルに適

したものの回収の徹底、サーマルリサイクルの果たす重要な役割について、広く訴えていくべきと
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いうことでまとめてございます。 
 それで、全体のまとめといたしましては、右下になりますけれども、廃プラスチックは貴重な資

源であり、埋立不適物であるという認識の下で、廃プラスチック埋立処分量ゼロへという記述にな

っております。 
 以上でございます。 

 
【田中会長】 それでは、議論いただきたいと思いますが、焼却不適ごみから埋立不適物への大きな

転換が中に書かれております。それから問題提起をし、正しい情報を発信し、議論をしていただこ

うというトーンになっています。今の説明に対して御意見があればお願いしたいと思います。 
 野口委員。 

 
【野口委員】 質問になると思うのですが、２１ページにつけていただいているマテリアルリサイク

ルの難易度の表。これ大変わかりやすくて興味を持ったところなのですが、一番右の備考欄にある

「汚れがあり、リサイクルができない」というところですが、その汚れの原因を作り出しているの

は事業者の側ですか、それとも都民の側ということになるのでしょうか。 
 例えば、マヨネーズの調味料のチューブに汚れがあると、ごみを出す時の問題の方が大きいのか、

それとも事業者さんの側の問題が大きいのか。 
 
【銀林計画課長】 マヨネーズのようなものであれば、きれいに洗って出せば、素材としては単一で

すので、マテリアルは可能だと思います。けれども、洗った水が下水処理に回り云々ということに

なりますと、またその手間がかかります。そういったものを考えますと、なかなか困難なのかなと

いうことで、汚れ、異物混入のところは×というところで定性的に評価をさせていただいておりま

す。 
 
【野口委員】 質問させていただいた趣旨は、埋立不適物だという大変刺激的なメッセージが明確に

伝わってくる内容になっていますので、これを読んだ都民の方は多分、何とかしなければいけない

と思うと思うのですね。それで、本文の中にも都民の責任があるのだと、都民と事業者と行政が一

体になって解決していかなければならないとあって、恐らく都民の側が負う部分というのもあると

思うのですが、それがその本文の中に「都はこうする、事業者にもこうお願いしたい」というメッ

セージは出ているのだけれども、では都民はというところが、もう少し具体的にあると、多分その

部分は大きいのではないかなというふうに推測いたしましたので、その辺はどうなのかという趣旨

の御質問をさせていただきました。 
 
【田中会長】 都はコーディネータをやるということがありましたが、いかがでしょうか。直接御回

答がなければ、他に御意見はありますか。 
 
【銀林計画課長】 本文では８ページの第２段落になりますけれども、コーディネータとしての都の

役割というところで、国への働きかけや区市町村への技術支援を行うとともに、事業者や都民によ

る発生抑制やリサイクルの取組が促進されるようコーディネータとして重要な役割を果たさなけれ

ばいけないという記述はさせていただいております。 
 
【田中会長】 東京都、事業者、都民が関わって、それぞれの役割があるだろうということですね。 

 他にございますか。どうぞ。 
 
【北村委員】 私は産廃の部会だったのですが、産廃の方は都の役割は比較的クリアに出るから楽な

面があります。しかし、廃プラの方は一般廃棄物・産業廃棄物の両方とも入っているというところ

で、都の役割が必ずしもすぱっと書けないのかなという印象を持ちました。「区市町村」という言

葉が再三使われているのは、その証拠でございましょう。片や最終処分場の管理者として、都は現

れてくるという、結構その性質の違った役割が現れてくるので、産廃の方ほどわかりやすく書けな
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かったのかなという印象は持っております。 
 全般的に都はどういうような役割でもって、この部分、あの部分を書き分けておられるのかとい

うところは、非常におもしろいところです。一般廃棄物というのは、時代が時代ならば直接「都

は」というふうに言ってよかったのでありましょうし、現在その最終処分場がああいうふうになっ

ているのも経緯がある話でございます。そのあたりは、恐らくかなり部会でも議論されたのではな

いかと推測するのですが、その結果、こういうふうに整理されているのだと思います。そのあたり、

もしも経緯のところで、部会長なり、事務方の方から議論があったところであれば、御説明いただ

ければ、よりわかりやすいと思う次第です。 
 
【田中会長】 部会長、あるいは事務局から、特に都民の役割分担でどんな議論があってのでしょう

か。 
 
【北村委員】 都の役割以外に、いろいろな立場があるということです。 
 
【銀林計画課長】 先生がおっしゃられたとおり、特に一般廃棄物については、東京都が直轄でやっ

ていた時代から変わりまして、現在は区市町村の手に委ねられているということ。一方で区部の最

終処分場については、都は管理者としての立場もございます。したがいまして、本文でいきますと

８ページのところのコーディネータとしての都の役割の記述では、一般的な意味で、国に対する働

きかけ、市町村への支援といったようなことと、もう一つ、最後の２行目になりますけれども、ま

た、区部における最終処分場の管理者として都は、積極的に問題提起や情報発信をしていくべきと

いう形で整理をさせていただいております。 
 
【北村委員】 一般廃棄物に関する記述については、現在では廃棄物処理計画の中で、一般廃棄物の

処理についての体制に関することというのが、都の所掌事項として１行入ってございますが、特に

そういうところから出てきたというわけではないという整理でございますか。 
  

【田中会長】 今は都道府県の一般廃棄物の計画を作るということですね。 
 
【北村委員】 いえ、そうではなく、廃棄物処理法の５条の５の第２項３号というところに、廃棄物

処理計画の規定事項として、「一般廃棄物の適正な処理を確保するために必要な体制に関するこ

と」というのが、現在では都道府県の計画の規定事項になっております。昔みたいに全く一廃と産

廃と別々だとなっておらないものですから、あるいは都の方がそういうところから御関心を持って

おられるのかなと思ったのでございます。 
 
【銀林計画課長】 都道府県にも一般廃棄物についての処理計画を作るということももちろん一つで

はありますけれども、もっと広い意味で東京都の基本的なスタンスをはっきりさせ、区あるいは市

町村、それらは都の考え方を踏まえて、それぞれで考えていただくという、そういったところでご

ざいまして、必ずしもこの処理計画のこれを根拠にということではございません。 
 
【北村委員】 その部分は全く自主的なものであって、法律がどうこうということではないという、

御整理ですね。 
 
【銀林計画課長】 はい。 
 
【北村委員】 わかりました。 
 
【小泉委員】 特に東京都のこれからの役割というのは、先ほどの８ページにありますような、コー

ディネータとしての役割が大きいと思うのです。ですから、遠い将来に向けたベクトルの方向とい

うか、そういったものをやはり打ち出すということです。実際の収集などは、区に移管してしまっ
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たということもあるし、あるいは焼却についても一部事務組合がやっているという現状で、東京都

が実質、直接的にタッチするというのは処分場のところですね。やはり目先で計画を考えていくの

ではなくて、遠い将来を見ながらコーディネータとして、いろいろな役割を果たしていくという流

れが一番大事ではないかというふうに私は思っております。 
 
【田中会長】 区あるいは一部事務組合の計画などについて、都は指導、監督する立場でもある。そ

の辺は例えば、焼却施設の更新などの時には、プラスチックのサーマルリサイクルを促進するよう

な指導をするとかということは可能なのでしょうか。 
  

【福永廃棄物対策部長】 むしろ市町村に対しましては、技術的支援というような形で、国の補助金

が中心です。そういったものと合わさりまして誘導するとか、あるいは技術的な問題で最近のいろ

いろな焼却炉や処理技術等がございますので、そういったものについて、アドバイスをするという

ふうな、ソフト面の支援が中心でございます。指導、監督とかというような立場では、接しないと

いう形が、都の基本スタンスとしてございます。 
 
【中杉委員】 二つあります。一つは質問で、一つはコメントです。一つ質問というのは、１ページ

のところに「焼却或いはサーマルリサイクル」という書き方をされているので、非常に苦心された

のかなというふうに思うのですが、焼却余熱回収というのを、これはどういうふうに位置づけられ

ているのか。サーマルリサイクルの一つの形態であるに間違いないので、ここで言っているサーマ

ルリサイクルを推進しましょうというのは何を意味しているのか。極端なことを言いますと、不燃

ごみではなくて、可燃ごみに出しましょうということだって、サーマルリサイクルではないでしょ

うか。そこら辺はどういうふうに整理をされているのか。焼却不適物から埋立不適物、焼却不適物

だから不燃ごみの方に持っていった。今度は埋立物なのだから可燃ごみへ持ってきて、焼却施設へ

行く。そこで当然、余熱回収をしていますが、これをどういうふうに位置づけるかということを説

明をしていかないと、多分、都民の方がそこはどうなのかという質問が出てくる。そこはどういう

ふうに整理されているのか。ここにはあまりはっきり書かれていない、書きにくいところなので書

かれていないのかなと思うのですが。 
 
【田中会長】 その点、まず１ページ目の下にある「焼却、サーマルリサイクル」の「、」（コンマ）

の部分を解説していただけますか。 
 
【銀林計画課長】 この１ページの真ん中のところの「焼却、サーマル」というのは、これは統計上、

単純焼却かどうかというところが、区分できるような形でのデータがとれませんでしたので、これ

は「焼却、サーマル」ということで、一体にした数字にしております。 
 そして、中杉先生がおっしゃられる、埋立不適、焼却不適の話ですけれども、最終的に出てきた

ものをどういうふうに処分するのかということについては、それぞれがいろいろな形で現在もリサ

イクルされていますし、もう既に焼却に入っているところも都内でございます。また全国的に見れ

ば、プラを可燃物に入れて焼却、サーマルしているところも非常に多うございますので、それらに

ついては当然そういった方法も含めて、サーマルということで整理をしております。 
 
【中杉委員】 わかりました。それから二つ目ですけれども、先ほど野口委員からコメントがありま

したマテリアルリサイクルの難易度の話なのですが、これはこのとおりで結構だと思うのです。サ

ーマルリサイクルをする時と同じような話で、ちょっと違う逆の話なのですけど、サーマルリサイ

クルをしたことによる効果がプラスチックによって随分違ってくる。幸いなことにリサイクルを今、

しましょうというＰＥＴが一番、モノマーを作る時のエネルギーがたくさんいるわけですよね。原

料を作るエネルギーがたくさんいるものをマテリアルリサイクルするということは非常に合理的で

あって、ポリエチレンとか、ポリプロピレンというのは、モノマーの原料を作る時に、そんなに石

油から、あまりかけずに作れるのですね。そういう観点も入っていいのではないか。だからそうい

うものを少し見ながら、例えば先ほど野口委員が言われた、少し洗うとそこで余計に水を使う、エ
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ネルギーを使うといっても、それは回収したことによってセーブされるエネルギーが大きければ、

そういうものはやっていきましょうということでいくと、例えば少し下にその他のＰＥＴボトルは

やや困難と書いてあるけれども、これは努力してやってみる価値あるということになりますし、そ

ういう観点も一つ後ろに入っていいのではないかなというふうに思います。 
 
【田中会長】 御意見として承りたいと思いますが、他にございますか。大島委員。 
 
【大島委員】 野口委員のお話と逆のことがちょっとあるのですけれど、７ページの発生抑制を促進

する社会的仕組みの中に、「消費者一人ひとりの意識と実践である」ということと、３章の方の９

ページですね、２の発生抑制を促進するというのが、「消費者一人ひとりの意識の実践こそが」と

いうことで、消費者は結局、消費者が何か自覚しない限りにおいては、発生抑制が行われないとい

うような書き方をされているのですけれど、消費者が発生抑制をしていこうと、例えば廃プラスチ

ックについて発生抑制をしていこうとしても、大概の素材のものがなかったりということは大きな

問題なので、やはりこの中には企業、その後に消費者の意識の高まりが企業の行動をも変えつつあ

ると書いてありますけれど、先進的な企業は逆にそんな消費者の意識の高まりではなくて、企業責

任としてのきちんとしたスタンスに立った発生抑制の取組というのをしているはずなので、この辺

はいつも何だか消費者にばかり任されるのではなくて、企業として何をできるのか、そこを都はど

ういうふうに指導していくのか、指導と言わなくても何らかのアドバイスをしていくのかというこ

とが書かれたらいいのではないかなというのを思いました。 
 それから用事用語なのですけれども、ＰＥＴボトルのＰＥＴなのですけれども、何でここだけ

「ＰＥＴ」なのかなと、これは東京都は必ずこういう表示なのでしょうか。それとも都民の皆さん

にわかりやすくということであれば、全くカタカナの「ペットボトル」でもいいのではないかなと。

今日、何かふっと気づいたのですけれど。ちょっと気になりましたので。 
 
【田中会長】 では、他の国などで使っている用語もちょっと調べてみていただきたいと思います。 

 他に御意見ございますか。福岡委員。 
 
【福岡委員】 前の産業廃棄物の報告を読ませていただいて、気がついたのですけれども。ここにマ

テリアルリサイクルの鉄鋼の還元剤としての利用が書いてございますけれども、都の方で焼却飛灰

と廃プラを使って、非鉄金属の還元でとるというプロジェクトをかなり開発されたという話を最近

聞いております。そういうことがあるのであれば、都の技術的な努力ということでここへ一言でも

お書きになるといいのではないかと思います。その辺の開発状況を私は知りませんけれども。 
 
【田中会長】 これは産廃の方でしょうか。 
 
【福岡委員】 ではなしに、産廃の方にはプロジェクトがいろいろと書いてございますね。ところが、

このプラスチックの方はそういう新しいことを行うとか言っているとか何も書いていないのです。 
 
【田中会長】 新しい試みですか。 
 
【福岡委員】 ええ。それでこの間、焼却飛灰と廃プラを還元剤に使って、それで非鉄金属を回収す

るという方法を都の研究所か何かで開発されておるという話を聞いたものですから。 
 
【田中会長】 産廃の方は公共関与で、スーパーエコタウン事業が推進しているのが載っているわけ

ですよね。それと、今の話はいかがでしょうか。 
 
【松本参事廃棄物技術担当】 それは少し話が違うかなと考えております。多分、廃棄物学会である

方が報告された話だと思うのです。ですから、技術のレベルでいいますと、これから芽生えていく

というレベルの話かなと思います。 
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 還元剤というお話でしたけれども、内容が少し違っておりまして、還元剤ということではなくて、

溶融飛灰を運搬する時にプラスチックで混ぜて運搬したらどうか。たしかそのような内容だったと

思っております。 
 
【福岡委員】 そういう話を聞いたものですから。 
 
【田中会長】 技術開発の一つの例というようなことでしょうか。 
 
【松本参事廃棄物技術担当】 ねらいは溶融飛灰をどうするかという方の技術開発です。先生は御存

知だと思いますけれども、それは山元還元ということですので、処理する施設は遠隔地にある。そ

こへどうやって運ぼうかと。いろんなやり方をやっておりまして、実証的に、例えば三重県とかは

北九州まで持っていくとかやっております。そういう中でフレコンバックに入れて運ぶのが標準で

すけれども、他のやり方もあるのではないかということの提言だというふうに受け止めています。 
 
【田中会長】 大体、予定の時間になりましたが、特に何か、まだございますか。 

 はい、大島委員。 
 
【大島委員】 最後にちょっとお聞きしたいのですけれど、この答申の最終的な責任というのは、こ

の審議会にあるのでしょうか。それとも東京都にあるのでしょうか。というのは、冒頭からありま

すように、今まで不燃ごみとして焼却していなかったプラスチックを焼却するという大きな転換を

この答申の中でしていくわけですよね。その中で、まだしていない部分で、もし今後焼却していく

ことで、何らかの障害とか、一番怖いのはさっき崎田委員もおっしゃっていましたけれど、低濃度

での汚染というのが、プラスチックの場合というか、化学物質の場合はかなり考えられる時に、そ

れが私たちの世代だけではなくて、次世代、次次世代までに影響を及ぼすということを考えた時に、

何かもし私がここの審議会で焼却ということを認めて、孫世代か何かに「おばあちゃんがああいう

ことをしてくれたおかげで、自分たちがすごく被害があったよ」と言われた時に、私の責任なのか

なというふうに思うのですよ。だから審議会が出すということは、ここに責任があるのですよね。 
 
【田中会長】 はい、審議会の責任あります。だからこそ、正しい情報を発信して議論をしていただ

こうというのが趣旨です。今後どうするかということもありますので、一応、廃プラの中間の取り

まとめ（案）についての議論はこの程度にさせていただきたいと思います。どうもありがとうござ

いました。 
 貴重な御意見いただいたのですが、いろいろな御意見、両部会の案を本審議会の中間とりまとめ、

中間のまとめとして一般に公開して都民の意見を募りたいと思うわけですけれども、いかがでしょ

うか。いいでしょうか。 
（異議なし） 

【田中会長】 ありがとうございました。 
 それでは、事務局から何かございましたら、よろしくお願いします。 

 
【銀林計画課長】 事務局から御連絡申し上げます。ただいまお話ございました中間のまとめのパブ

リックコメントにつきましては、来週の月曜日でございますけれども、２月２３日から３月３１日

までの期間で、パブリックコメントを募集していく予定を考えております。その後、パブリックコ

メントを踏まえた上で、６月に予定しております最終答申に向けて作業を進めさせていただきたい

というふうに考えてございます。 
 以上でございます。 

 
【田中会長】 では、そのように進めていただきたいと思います。 

 それでは、これをもちまして、本日の議事はすべて終了いたしました。最後に小池環境局長から

一言いただきたいと思います。 
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【小池環境局長】 遅い時間になりましたけれども、長時間にわたりましてご熱心な御討議いただき

まして、本当にありがとうございます。田中会長初め委員の皆様には大変充実した内容の中間取り

まとめをしていただきまして、本当にありがとうございます。 
 特に両部会を担当していただきました小泉部会長におかれましては、いろいろな打ち合わせをさ

せていただくなど、格段に御尽力いただきましたことを心から御礼を申し上げたいと思います。 
 ただいま、取りまとめの中にありましたように、この中間取りまとめの取り扱いにつきましては、

計画課長から申し上げましたようなスケジュールで、パブリックコメントということで、広く都民

の方、また関係の業界の方も含めまして、御意見をいただいて最終答申に向けての御審議をいただ

くということで、途中でまた部会を開いていただくかどうかということは、また会長さん、部会長

さんと御相談させていただきながら進めさせていただきたいと思います。 
  本日はどうもありがとうございました。 

 
【田中会長】 本日はお忙しい中、お集まりいただき、貴重な御意見いただきまして、ありがとうご

ざいました。 
 これをもちまして閉会といたします。 

（午後７時３１分 閉会） 
 


