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日時：平成17年7月29日（金）午後３時～ 

場所：東京都庁第二本庁舎３１階南側 特別会議室２７
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東京都廃棄物審議会（第８回） 

                              平成１７年７月２９日 

 

             ＜１５時００分開会＞ 

【中村計画課長】  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会いた

します。 

 委員の皆様方におかれましては、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東京都環境局廃棄物対策部計画課長の中村でござい

ます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 本日は、委員の改選後、 初の審議会でございますので、会長が選任されるまでの間、

私のほうで進行役を務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

 まず初めに、ただいま１４名の委員の方にご出席いただいております。委員総数２０名

でございますので、その過半数に達しておりまして、東京都廃棄物審議会運営要綱第６第

１項に定めます定足数を満たしていることを、まずご報告させていただきます。 

 なお、審議会の開催に当たりまして、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、本日は机上のほうにお配りさせていただいております。ご

了承をお願いいたします。 

 それでは、開会に当たりまして、大環境局長からごあいさつを申し上げます。 

【大局長】  環境局長の大でございます。本日はご多忙のところご出席いただきま

して、まことにありがとうございます。 

 また、このたびは東京都廃棄物審議会委員にご就任のご快諾をいただきまして、まこと

にありがとうございます。厚く御礼を申し上げます。 

 当審議会では、これまで産業廃棄物の適正処理の徹底や廃プラスチックの発生抑制、リ

サイクルの推進など、都の廃棄物に関する基本的施策についてさまざまな角度からご審議

をいただいてまいりました。 

 ４年前の平成１３年１１月には、都の廃棄物行政の基本的方向を定める「東京都廃棄物

処理計画」について答申をいただきました。この計画に基づきまして、都はこれまで廃棄

物の 終処分量の削減やスーパーエコタウン事業の推進、有害廃棄物の適正処理の徹底な

どに取り組んでまいりました。 

 しかしながら、計画の基本理念に掲げました循環型社会への変革を実現するには、引き

続き取り組むべき課題が多く残されております。廃プラスチック類など十分に有効利用さ

れないまま処分される廃棄物も多く、さらなる発生抑制とリサイクルを推進していくこと

が肝要であります。また、依然として産業廃棄物の不法投棄事件が後を絶たないことから、

適正処理の一層の徹底に向けた取り組みをさらに強化していく必要があると思います。 

 都は、これまでも全国に先駆けてさまざまな環境問題に取り組んでまいりました。本日、

廃棄物処理計画の改定について諮問をさせていただきたいと存じますが、新たな廃棄物処

理計画に基づき、東京からさらなる先駆的取り組みを全国に向けて発信していきたいと考

えております。 

 委員の皆様方には、よろしくご審議のほどをお願い申し上げまして、あいさつといたし
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ます。どうもありがとうございました。 

【中村計画課長】  続きまして、委員の皆様のご紹介をさせていただきます。お手元に

資料というのがございますけれども、それを１枚開いていただきますと、資料１に審議会

委員名簿がついてございますので、それをごらんにいただきながらお願いいたします。時

間の関係でお名前だけのご紹介とさせていただきます。 

 まず、石塚委員でございます。 

 岡本委員でございます。 

 北村委員でございます。 

 黒川委員は、本日、都合によりご欠席と承っております。 

 小泉委員でございます。 

 崎田委員でございます。 

 薗田委員でございます。 

 辰巳委員でございます。 

 田中委員でございます。 

 中田委員でございます。 

 野口委員でございます。 

 野崎委員でございます。 

 野村委員でございます。 

 畑委員は、本日、都合によりご欠席と承っております。 

 原山委員でございます。 

 広瀬委員は、本日、ご都合によりご欠席と承っております。 

 なお、細田委員でございますけれども、間もなく来られるというご連絡がございました。 

 室橋委員は、本日、ご都合によりご欠席と承っております。 

 また、安井委員もご都合によりご欠席と承っております。 

 渡邉委員でございます。 

 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させていただきます。 

 大環境局長でございます。 

 白石総務部長でございます。 

 大野企画担当部長でございます。 

 森廃棄物対策部長でございます。 

 長嶋調整担当参事でございます。 

 吉積一般廃棄物対策課長でございます。 

 齊藤産業廃棄物対策課長でございます。 

 津田多摩環境事務所長でございます。 

 今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 

 続きまして、お手元の資料でございますけれども、確認をさせていただきます。 

 会議次第。それから先ほど開いていただきました資料。それから「参考資料集」をつけ

てございます。それから座席表でございます。 

 また、委員の皆様のみの配付とさせていただいておりますのは、「東京の環境２００５」

「東京都廃棄物処理計画」（現行計画）でございます。それから平成１６年５月にいただき
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ました「本審議会の答申」の冊子でございます。 

 以上でございますけれども、お手元におそろいでございますか。よろしゅうございます

か。 

 それでは、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ます。 

 まず、お手元にお配りいたしました資料の３ページをごらんいただければと思います。

東京都廃棄物条例の抜粋をつけてございます。当審議会は、この条例の第２４条に基づい

て設置されたものでございます。 

 次に、５ページでございます。５ページから当審議会の運営要綱を載せてございます。

この運営要綱は、先ほどの条例第２４条第９項の規定に基づきまして、審議会の組織及び

運営に関し必要な事項を定めたものでございます。簡単に内容について説明させていただ

きます。 

 まず、第５でございますけれども、委員の互選により会長を置くこととしております。

第６は、定足数及び表決数についてでございます。 

 次のページ、６ページでございますけれども、第７でございますけれども、条例で審議

会に部会を置くことができることとなっておりますので、部会長や部会の委員を会長が指

名することを定めてございます。 

 また、第９でございますけれども、特に必要のない限りこの会議を公開とすることとし

ているほか、議事録の作成等についても規定してございます。 

 それでは、これより本日の議事に入らせていただきます。 

 まず初めに、会長の選出についてでございます。今の運営要綱第５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思いますので、

どうぞよろしくお願いいたします。 

【崎田委員】  前回、田中先生に会長をやっていただきまして、今、国の審議会でもま

とめ役をやっていただいていまして、このままぜひお願いしたいと思うのですが、皆さん、

いかがでしょうか。 

【渡邉委員】  その前に、私がやってみたいという方いませんかね。それを聞いてから

がいいと思うのですが。 

 それから２点目、行政は連続性も必要ですが、人を入れかえるという中身は、新しい革

袋に新しい物を入れろという思想が私はあると思っております。ですから、だれかやりた

いという人がいるのを確認してからにしたほうがいいと思います。通らないと思いますけ

どね。 

【中村計画課長】  いかがでございますか。 

【渡邉委員】  いなければ、やむなくやってもらうということじゃないですか。 

【中村計画課長】  わかりました。 

 今、崎田委員のほうから田中委員を会長にというご提案がございました。いかがでござ

いますか。よろしゅうございますか。 

（「異議なし」の声あり） 

【中村計画課長】  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。どうぞよろしくお願い申し上げます。会

長席にお移りいただきたいと思います。 
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【中村計画課長】  それでは、以降の進行につきましては、会長にお願いいたしたいと

思います。よろしくどうぞお願いいたします。 

【渡邉委員】  会長に、新しく２期目も承認されての抱負とか、前と違って、今度はこ

ういうふうにしていきたいとかという抱負を伺っておきたい。前と同じと言われても、前

からいる人はわかるかもしれないけれども、新しく、それからご自身も新しい思想でやら

れると思うので、こういうところは同じく、こういうことは前の話を踏まえてこのように

やっていきたいということをあらかじめお聞きしたいと思うのですが。私が言っているの

は、私だけじゃなくて、傍聴の方も来ておりますので、そういう方も含めて、田中先生の

人となりも含めてお聞きしたい。 

【中村計画課長】  わかりました。ちょっと進行させていただきますので、よろしくお

願いいたします。 

【田中会長】  それでは、前回に引き続きまして、会長に選任されました田中です。ど

うぞよろしくお願いします。 

 抱負ということですけれども、私自身は、都民、あるいは国民、あるいは社会にとって

望ましい廃棄物マネジメントに向けて、科学的な根拠にできるだけ基づいて合理的な選択

をすると、こういうことをずっと進めております。そのように今回も気配りをして進めた

いと思います。 

 東京都の廃棄物審議会は、昨年の５月に 後開かれまして、１年ちょっとになりますけ

れども、前回は産業廃棄物の適正処理の徹底、それから廃プラスチックをどうするかとい

うことで発生抑制、リサイクルの促進について答申を行わさせていただきました。その後、

産業廃棄物については東京都の条例の改正が行われ、適正処理の徹底に向けた取り組みが

行われて、そういう取り組みが動き始めている。このように伺っております。 

 また、廃プラスチックについては、前回の答申で焼却不適ごみから埋立不適ごみと、こ

ういうふうに大きな転換を方針の中に入れて、その結果、３Ｒの原則ということで、発生

抑制、そして再使用を促進し、さらに再生利用を促進するということで、これが３Ｒの原

則ですが、それができない場合においては熱回収を行うことが適当であるというような趣

旨で、国においても、今年の５月に中央環境審議会でそのような方向で都の答申の方向と

同じような流れができ上がっております。本審議会の出したメッセージが国の方向づけに

なったのではないかと意を強くしているところです。東京から発信するメッセージがいろ

いろなところにいいような形で影響していると、このように思っております。 

 また、東京だけでは循環型社会というのはできません。日本全体で、そして資源の問題、

あるいは地球環境の問題ですので、世界で国際的に取り組まなければならないということ

で、ご承知のように、今年の４月の末には、Ｇ８、そしてアジア主要国の環境大臣をはじ

め関係者が集まった、東京で開かれた、タワーホテルで環境閣僚会合が開かれたわけです。

そこで３Ｒイニシアティブに関する会議が開かれて、みんなで取り組もうと、こういうこ

とに合意したわけです。こういう形で循環型社会に向けて、東京でこのような会議が開か

れ、そして世界で一緒にやりましょうと。こういうことになって盛り上がってきていると

いうことで、大変意義深いことだと思っております。 

 そういう中で、東京は日本でも大消費都市ですが、今後どのような方向に持っていくべ

きかということで、この審議会で大いに議論して、方向づけ、考えをまとめたいと思いま
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す。循環型社会、「循環型都市・東京」を実現していくために、私たちのライフスタイルも

変えなくちゃならないし、行く行くは次の世代、次の次の世代から見ていい答申ができた

なと、このように評価されるような内容に持っていければと、このように思っております。 

皆さん方、ぜひとも活発なご意見や議論をいただきたいと思います。どうぞよろしくお願

いします。 

 それでは、議事を進めたいと思いますが、まず、会長代理の指名でございますが、運営

要綱の第５第３項で、「会長に事故にあるとき、また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。」となっております。 

 私から指名をさせていただきたいと思います。本日、欠席ではございますが、黒川委員

に会長代理をお願いしたいと思います。黒川委員には、後日、事務局を通して会長代理就

任について了承を得たいと考えます。皆さん、ご承認いただきたいと思います。よろしい

でしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

【田中会長】  ありがとうございました。 

 さて、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、大橋環境局長か

らお受けしたいと思います。 

【大局長】  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。 

 １ 東京都廃棄物処理計画の改定について 

  平成１７年７月２９日、東京都知事、石原慎太郎 

 どうぞ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

料の７ページに「資料４」として、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、ただいまの諮問についての趣旨説明をお願いしたいと思います。 

 廃棄物対策部長、お願いします。 

【森廃棄物対策部長】  それでは、諮問の趣旨について説明いたします。お手元の資料

の９ページの資料５をごらんいただきたいと存じます。 

 諮問の趣旨。都は、東京都廃棄物審議会の答申を踏まえまして、平成１４年１月、「東京

都廃棄物処理計画」を策定いたしました。 

 計画では「循環型社会への変革」を基本理念に、 終処分量の削減に向けた発生抑制・

リサイクルの推進や環境への負荷が少なく信頼性の高い中間処理及び 終処分の推進、不

適性処理の撲滅など５つの目標を掲げております。都は、これらの目標の実現に向けまし

て、家庭系パソコンのリサイクルなどの新たな資源循環の仕組みの構築や、スーパーエコ

タウン事業におけます廃棄物処理・リサイクル施設整備の促進などに取り組んでまいりま

した。 

 本計画は、今年度で５年の計画期間が終了いたしますが、さらなる発生抑制・リサイク

ルの推進と適正処理の徹底に向けまして、新たなステップを踏み出すべく、廃棄物処理計

画の改定を行う必要があるというものでございます。 

 ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 
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【田中会長】  それでは、ただいまお受けした諮問事項について、審議に移りたいと思

います。 

 ただ、本日の審議に当たりまして、幾つかの資料が用意されておりますので、その資料

をまず事務局より説明いただきたいと思います。 

【中村計画課長】  座って失礼させていただきます。１枚おめくりいただきますと、資

料６でございます。現行の東京都廃棄物処理計画の概要でございます。皆様方には机上に

本計画の冊子もお配りしてございます。前回、平成１３年１１月にご答申をいただきまし

て、１４年１月に策定した計画でございます。そこの囲みにございますように、計画期間

が平成１３年度から１７年度までの５年間ということの計画でございます。このときに、

計画を策定する際に、「東京の廃棄物をめぐる５つの緊急課題」というふうに緊急課題を５

つ取り上げていただきました。一つは、一般廃棄物の 終処分場の限界ということで、区

部においても多摩地域においても、なかなか新たな処分場の確保は難しいということが一

つございます。 

 次に、２番目、建設廃棄物をはじめとする産業廃棄物の大量発生ということで、東京か

ら出る産業廃棄物、特に建設廃棄物についてたくさん出てくるということでございます。

それに対して、３番目の不足する中間処理施設、 終処分場ということでございます。 

 また、４番目、後を絶たない不適正処理ということで、都内では不法投棄が確認される

ことは少のうございますけれども、都内から排出された産業廃棄物が他県に排出されて不

法投棄される例が多いということでございます。 

 ５番目は、有害廃棄物に係るリスクの拡大ということで、ＰＣＢ廃棄物、あるいは在宅

医療廃棄物を例にとってリスクの拡大を課題としてございます。 

 続きまして、１２ページでございます。そういう課題を踏まえて、基本理念として、「循

環型社会への変革」という基本理念を掲げていただいております。その基本理念に基づき

まして、１２ページの下から１３ページ以降、５つの計画目標と１４の施策という形で作

ってございます。 

 計画目標１でございますけれども、 終処分量の削減という目標でございまして、一般

廃棄物は今年度まで、今年度の 終処分量を１１年度対比で３割削減、産業廃棄物は５割

削減という目標でございます。 

 計画目標２でございますけれども、環境への負荷が少なく、信頼性の高い中間処理、

終処分を推進するということで、一般廃棄物、産業廃棄物の施設整備について計画をつく

ってございます。 

 次のページでございます。１４ページでございますけれども、計画目標３として、不法

投棄の撲滅ということで、規制監視体制の強化、あるいは事業者への情報提供等という形

の施策を入れてございます。 

 それから計画目標４でございますけれども、有害廃棄物の適正管理及び適正処理の体制

を整備ということで、ＰＣＢ廃棄物の処理体制の確立をしていこうという計画でございま

す。 

 それから 後に、計画目標５といたしまして、都民、事業者、行政の役割分担の明確化、

それから相互の連携を強化するという形の計画でございます。 

 以上の計画目標でございますけれども、続きまして、資料７の今の現行計画に対する計
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画目標の進捗状況ということでご説明をさせていただきます。 

 １６ページでございますけれども、まず、計画目標１の 終処分量の削減ということで

ございまして、２つグラフが載ってございますけれども、上のほうは排出ごみ量、下が

終処分量ということで、計画目標は下のほうのグラフでございます。 

 まず、一般廃棄物でございますけれども、１６ページでございますけれども、若干スケ

ジュールのおくれはございますけれども、２３区の灰溶融施設、あるいは多摩地域のエコ

セメント化施設、これらの整備をすることによって埋立処分量を削減できる見込みという

形でございます。今後、プラスチックの３Ｒを推進することによりまして、さらなる削減

が必要であるということが私どもの課題と思っております。 

 右側でございますけれども、右側は産業廃棄物でございまして、下側が 終処分量でご

ざいます。産業廃棄物につきましては、建設廃棄物のリサイクルがかなり進んできたとい

うことで、コンクリートや、あるいはアスファルト等の 終処分量は削減されてきており

ます。ただ、まだプラスチックの３Ｒの推進、あるいはシールドトンネル工事に伴い大量

に排出される建設汚泥の有効利用の促進などによって埋立処分量の削減が必要という課題

が残ってございます。 

 続きまして、１８ページでございます。計画目標２で施設整備でございますけれども、

右側に東京臨海部で進めておりますスーパーエコタウン事業の施設の図をつけてございま

す。左側の若干薄墨色になっているものが既に稼働している４つでございまして、建設中

が右側の上下の４つでございます。 

 まず、建設混合廃棄物でございますけれども、この２施設によりまして、都内排出量の

全量を処理できる体制を確保できたという形でございます。また、感染性廃棄物の焼却施

設でございますけれども、上の真ん中にございますガス化溶融等発電施設の中に焼却施設

も併設してございますので、都内から排出される感染性廃棄物のほぼ全量を処理できる体

制を確保してございます。 

 また、ＰＣＢ廃棄物でございますけれども、右上でございまして、日本環境安全事業株

式会社が整備する処理施設が今年の１１月から稼働するということで、都内から排出され

るＰＣＢ廃棄物につきましては、平成２２年度までに全量処理を完了する予定でございま

す。 

 また、これ以外の一般廃棄物処理施設につきましては、「環境報告書」をつくっていくと

いうことで、今年の３月にガイドラインをつくりまして、区市町村のほうにお示ししてい

るところでございます。また、ダイオキシン対策でございますけれども、ダイオキシン特

別措置法等の取り組みで、区市町村、あるいは事業者のほうの取り組みもございまして、

９８％、平成９年度対比で削減されています。 

 続きまして、２０ページでございます。不法投棄の撲滅でございますけれども、私ども

としては、そこにございますように、行政処分の徹底、あるいは産廃Ｇメン、警視庁から

の派遣職員も含めまして、産廃Ｇメンによる取り組み、あるいは広域的な監視ということ

で２７自治体で産廃スクラム２７という組織体をつくりまして、お互いに連携を強化して

いるというところでございます。 

 また、前回の審議会答申に基づきまして、産業廃棄物の適正処理の徹底に向けまして、

排出事業者と処理業者からご報告をいただいて、都が公表する制度、３月の第１定例会で



 -8-

条例改正いたしまして、今年の９月から施行する予定でございます。ただ、グラフがござ

いますように、関東１都６県の不法投棄の件数と投棄量がございますように、量は減って

おりますけれども、投棄件数はなかなか減らないということで、不法投棄が小規模化して

いるというところで、この辺を踏まえた対策が必要だ思っております。今、申し上げまし

た条例改正した報告・公表制度の概要は右側でございます。 

 続きまして、２２ページでございます。計画目標４、有害廃棄物の適正管理、適正処理

の体制の整備でございますけれども、先ほど申し上げましたように、ＰＣＢ廃棄物につき

ましては、都内分は平成２２年度までに無害化処理を完了させる予定でございます。 

 また、丸の２つ目でございますけれども、そのために現在、ＰＣＢ廃棄物処理計画を策

定中でございます。もう少ししますと、その計画ができ上がります。 

 また、医療廃棄物についてでございますけれども、診療所等小規模な医院等でございま

すけれども、バーコードシステムを使った追跡管理システムということで、今、３区で、

医師会さん等でモデル実施をしていただいているところでございます。また、大規模病院

でございますけれども、これは今年度ＩＣタグを活用して追跡するシステムをモデル事業

で行っていくものでございまして、１０月から行う予定でございます。 

 また、下のほうでございますけれども、在宅医療廃棄物は、東京都薬剤師会さんで薬局

による使用済み注射針の回収事業を進めていただいているところでございまして、今年度

中には区部と多摩地域全域に拡大される予定でございます。 

 それから２３ページ、計画目標５でございますけれども、役割分担の明確化と連携の強

化というところで、これまでの計画目標４までの施策を進める中で連携の強化等を図って

きたところでございます。ちょっと例示をしてございますけれども、家庭系パソコンのリ

サイクルにつきましては、平成１５年１０月から回収がされましたけれども、回収義務者

が不存在のパソコンがございまして、この扱いをどうしようかということで電子情報技術

産業協会のほうに働きかけをいたしまして、新たなリサイクルシステムをつくっていただ

きました。このことによりまして、区市町村のほうでは、ごみとしてパソコンの収集を停

止しまして、回収実績が非常に高まったというような仕組みを事業者さんなり、市町村等

を含めて構築してきたところでございます。 

 以上が計画目標に対する私どものこれまでの取り組みの概要をご説明させていただきま

した。 

【田中会長】  それでは、「現行の廃棄物処理計画の進捗状況」について、まず審議した

いと思います。まず、発言される方は、挙手をしてから発言をお願いしたいと思います。

どなたでも結構ですが、いかがでしょうか。現行の廃棄物処理計画の進捗状況に関して、

ご質問などございましたらどうぞ。 

 野口委員、どうぞ。 

【野口委員】  今、ご紹介いただいた１６ページなんですが、都内の施設が整うことに

より 終処分量のほうは減少が見込まれるというのは大変よくわかるんですけれども、一

般廃棄物のごみ量のほうの実績値が若干減ってはきているけれども、非常に緩やかという

か、これは横ばいに近い状況かと思うんですが、これは市町村のほうの処理が限界に来て

いるのか、それともまだ工夫をすべき点が残されているのかというあたりの評価はいかが

でしょう。 
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【吉積一般廃棄物対策課長】  一廃課長の吉積でございます。まだ十分な分析はしてご

ざいませんけれども、今、発生抑制策として、区市町村で検討しているものとしまして、

一番大きいものは有料化の問題かと考えております。多摩地域につきまして、今１４市、

もう間もなくあと２市ぐらいで実施されると聞いてございます。多摩地域については、処

分場の関係もございまして、区部と比較しますと先行して、発生抑制もある程度努力され

て効果が上がっているかと考えております。区部ではまだ有料化につきましては、今日は

区長会の代表の室橋区長がおいででございませんけれども、区長会において一定程度有料

化につきましてご検討されまして、各区でご検討していただきたいというような整理をさ

れたと聞いてございます。この辺は各区の有料化の導入のぐあいが今後の決め手になるの

かなと考えているところでございます。 

【野口委員】  今回の計画策定、都が市町村にいろいろ方針を示すことができる唯一の

というか、非常に大きいチャンスだと思うので、このあたりどこまで突っ込んで、分権の

時代なのでなかなか難しいとは思うんですが、かぎになってくると思います。 

【田中会長】  ということで、減量、排出抑制には有料化が決め手に、あるいは効果が

あるだろうということで三多摩のほうが結構導入が進んでいるけれども、区部がおくれて

いるということで、区部に導入すれば、まだ減量されることが期待できると、こういう趣

旨の説明でした。 

 ほかにございますか。 

 渡邉委員、どうぞ。 

【渡邉委員】  私は産廃のことについてお聞きしたい。産廃の処理量が減っている、あ

るいは小規模化しているという話ですけれども、一方では、地方には東京から流れてきた

ごみがたくさんあるという話を聞きます。ここに挙がっている数字というのは、皆さんが

把握した数字であって、未把握なものがあるのではないかというふうに私は思っているん

です。私は一都民ですから申し上げるんですが、つまり、不法に放棄されたまま見つから

ないから、いわゆる役所の資料にはカウントになっていないというものがあるのではない

かという見方を私はしているんです。ですから、その辺、しらみつぶしに全部見て歩くと

いう自信がありますか。その辺含めてお聞きしたい。 

 それから２点目、それに関連して、そうは言いながら、おそらく見つけられないと思う

んです。産廃Ｇメンというのは何人ぐらい都では置いていて、間に合っているような状況

にあるのか。間に合っていなかったら、もっと増員してもらうようにすべきなのではない

かということも含めて、今の行政の責任者の方からこの際教えてもらえたらなと思います。

都民はそれを知りたがっています。 

【齊藤産業廃棄物対策課長】  今、２点のご質問をいただきました。まず１点目、ここ

にあらわれていない数字、かなりの数字がカウントされるものじゃないかというお話です

けれども、実際どれだけ、これの何倍、何十倍あるかわからない。あるいはもしかすると、

この表示されている数字が正しいのかもしれない。ただ、しらみつぶしにこれを追及して

いくべきではないかというお話については、なかなか徹底的に現行の体制の中でしらみつ

ぶしという形というのは不可能な部分もございますけれども、東京都だけではなくて、他

の周辺自治体と連携をとりながら、不法投棄の撲滅に向けて、これまで以上に努力してい

きたいと思っております。 
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 あと２点目の産廃Ｇメンですが、現在どの体制でやっているのかということでございま

すけれども、現職の警察官４名ほどいただきまして、十数名の体制で現在臨んでおります。

他県の状況に比べて、他県は例えば１００名体制ですとか、数十名体制というところもご

ざいます。ただ、これはどのように強化して、どこまで体制を強化すればいいのかという

ことについても決定的な解決策というのはないと考えておりますので、これも平成１２年

度から産廃スクラム、この中では２２と書いてございますが、現在は産廃スクラム２７と

して周辺自治体２７と連携を進めておりますので、東京都だけで解決する問題ではないと

思いますので、ふだんからやはり周辺自治体さんと連携を強化していくことが重要な手だ

てになると思っておりますので、そういったこと、いろいろな方策を組み合わせて、ご指

摘あったように、これから不法投棄の撲滅に向けて努力をしていきたいと思っております。 

【田中会長】  いいでしょうか。 

【渡邉委員】  もう一つ、すみません。今のは東京都の限界であり、各自治体の限界な

んですね。産廃の、特に不法投棄の話に関しては自治体の域を超えている。これは皆さん

認識していると思うんです。ですから、環境省直轄の、国税Ｇメンみたいな形で産廃Ｇメ

ンというものを置くように都が国に働きかけるべきだと思います。そのＧメンをやれる人

は、東京都だけ取り締まるんじゃない。埼玉に行くのも、どこに行くのも自由と。国から

お金をもらってやると。ただし、財源は各自治体から応分の拠出でつくってもいい。つま

り、自治体の専権でいいんですけれども、動けるのは全国どこでも、東京都でも、三重県

にも行っていいと。青森県でも行ける形で、仕事を頼むとか頼まれるとかという発想では

なくて、動けるような機動的なことになるように東京都が音頭を取るべきだと。特に東京

都で出したごみが地方に行っているのは紛れもない事実なので、東京都が責任あるイチシ

アチブをとるべきだと私は思います。 

 三重県でなかなか見つからないごみが、三重県で起こしたごみじゃないんですよ。岩手

県のごみも同じですよ。そういうことから、そのような発想を高らかに東京都で掲げて、

自治体職員でなくて、もっと格上げしてもいいと思うから、そういうふうにやったほうが

いいのではないかというふうに思います。これは提案ですから聞き流してください。 

【田中会長】  提案いただきました。それには特にお答えは結構ですけれども、不法投

棄、ご存じのように、新たに見つかるのが国の発表では日本全体では約１,０００件です。

それで投棄されているのが３０万トンから７０万トンぐらいだと思います。それぐらいが

新たに見つかっておりますけれども、Ｇメンの役割も非常に大事ですけれども、都民一人

ひとりが不法投棄が見つかったりすると、それを通報して、それで摘発すると、こういう

仕組みもあると思いますし、今でも機能しているのではないかなという気がしますので、

Ｇメンが十何名いらっしゃるということですけれども、都民一人ひとりがそういう役割を

担っていただくという、そういうことにはなっていないんでしょうか。都民が見つけた場

合には通報して、それが不法投棄の摘発、あるいは不適正処理を改善すると。こういうこ

とには、その辺ちょっと教えていただけますか。 

【齊藤産業廃棄物対策課長】  まだ都民の方から直接通報をいただいて、それで私ども

が動き出すというところまでは、体制整備という形にはなってございませんので、今後、

具体的内容について早急に詰めていきたいと思っております。 

【田中会長】  渡邉委員。 
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【渡邉委員】  今のことに関連して。去年、公益通報者保護法、いわゆるホイッスル・

ブローイングというのができましたね。それで自分の会社の、あるいは仕事の周辺にうま

くないことがあっても、おれ首になるから黙って産廃を運ばなきゃいけないとか、いろい

ろな立場の人がいますけれども、法律、そういうの世の中変わっているわけですから、不

法投棄のことを取り締まる廃棄物処理法の中にそういったものも織り込まれるようにすべ

きなんじゃないか。一部ありますよね。茨城県の原子力のリサイクルのことに関連しては

内部告発を認めるような仕組みが一部の法律に入ってございますよね。もしあれでしたら、

私のうちに後で夜電話してもらえば、資料をおあげしますけれども、そういうのが一部の

法律にありますので、そういったものも廃棄物処理法の中に盛り込んでいくようにすべき

でないか。つまり、市民の声を積極的に取り上げるという窓口、あるいは会社の中にいて、

おれは生活賃金をもらなわきゃいけないから黙って社長の言うことを聞くけれども、ほん

とうは不法投棄している人がいっぱいいるんですよ。その人たちから声が上がればいいん

です。その人たちが首にならないような体制があの法律なわけですけれども、そういった

ことが産廃の中にも取り入れられるべきだと。私は環境局の仕事の大きな目玉に不法投棄

を撲滅して取り上げれば、必ずや市民の評価を得て、環境局や職員の株が上がると思って

いるんです。上がることが目的で私はしゃべっているんですけれども、ぜひとも上がる仕

事をやってもらいたいということです。 

【田中会長】  ありがとうございました。 

 次、中田委員、お願いします。 

【中田委員】  私は八王子市に住んでおりまして、自然の豊かな場所なんですが、不法

投棄をよく見かけます。ただ、それをだれに言ったらいいのか。その規模、大量でなけれ

ば言ってはいけないのかなと。だれに言ったらいいんだろうかというのがいつもありまし

て、 近、火事がありました。おそらく仕事の上で生じたごみなんだと思うんですけれど

も、そこを燃やしていて火事があって、ちょっと騒ぎがありましたので、どの程度の規模

ですと通報していいのかというのが迷います。 

【田中会長】  不法投棄関連でほかにもご意見があれば、お願いしたいと思います。 

 北村委員。 

【北村委員】  Ｇメンという話がございましたね。この１０月から全国７カ所に国家公

務員たる環境省の職員が配置されまして、廃棄物だけではないですけれども、廃棄物の不

法投棄対応もするということで数百名単位の体制がとりあえず走るということになってお

ります。関東は、確かさいたま市に位置すると思いますけれども、そこと都が、あるいは

関東一円のところはどうやって連携するか、これは一つの課題かと思います。 

 いわゆる不法投棄ですと、今、環境省のほうで厳格に対応しようということで排出事業

者に対して命令をかけよう。投げた人はお金がないとか、どこかへ行っちゃっているもの

ですから、排出事業者にしようというときには、傾向として関東発のものが多いというこ

とになりますと、例えば東北なり、山陰なり、甲信越なりのところと、東京都のほうと連

携して、東京都内にいる排出事業者に対する命令ということを、これは将来的には問題に

なってこようかと思うんです。方向として環境省の方針でありますから、そういうときに

連携をきちんととれるような仕組み、東京都にとっては結果的に監督不行き届きが後でわ

かるということになってハッピーではないのでありますけれども、そういうような仕組み
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というのも今の不法投棄の話の中では考えてよかろうというふうに思いました。 

 あと一つは、今は現行の計画の報告の話を聞いておりますので確認なんですが、現行の

計画は、たまたま循環基本法ができた次の年に策定しておりますね。また、あのときは循

環基本法ができたばっかりで、結構ドタバタしていた時代ですから、この現行計画自体は

廃棄物処理法の５条の５に基づく計画という位置づけがされておるのだろうというふうに

思うんですね。循環のことがちょっと入っていますけれども。今後の諮問があった新しい

改定すべき計画を、相変わらず廃棄物処理法という一つの法の５条の５の延長に置くのか。

あるいはもう少し循環基本法のもとで位置づけて、その一部分が廃棄物処理法の廃棄物計

画というふうなことにするのか。これはおそらく次の方針にかかわる議題かと思いますが、

ちょっと確認をさせていただきたいと思います。 

【中村計画課長】  まさに現行計画の位置づけは、北村委員がおっしゃったようなこと

でございます。基本的には、廃棄物処理法に基づく計画。―プラスアルファとして、私ど

もの環境基本計画に基づく下位計画としての廃棄物処理計画という２つの側面が主でござ

います。 

 今、お話にありましたように、私どもも「循環型社会の変革」という目標を掲げさせて

いただきまして、適正処理だけではなくて、そちらの方面も含めた計画をご答申いただき

まして、そんな形でつくったのですけれども、その辺はまた審議会の中でご議論いただい

て、方向性をご議論いただければと思っております。 

【田中会長】  崎田委員。 

【崎田委員】  今、廃棄物処理計画としてやるのかどうかというようなお話し合いの中

で、私も実は今回ぜひ提案したいなと思っていたことがあります。それで、やはり循環基

本計画の策定というのが、今、全国の都道府県にも期待されている状況なわけですけれど

も、今、東京都が東京都の循環基本計画と廃棄物処理計画と全く別個につくるというのは

どう考えても非効率だというふうに思うんですね。それで、この廃棄物処理計画自体もか

なり発生抑制ということを書き込んでありますので、私はこれをもとに、これをもっと視

点を広げて循環基本計画にも対応するような目標値であるなり、内容をきちんと整えつつ、

３Ｒと適正処理をきちんと見据えた計画のような形で整えていくというのが、今回非常に

大事なんじゃないかなというふうに思っています。 

 私、循環基本計画のほうの見直しというか、進行を見させていただく中環審の審議会に

入らせていただいているんですけれども、今、やはり全く別個につくっているところとい

うのは余り数が、ちょっと割合が今頭に入っておりませんが、多くありません。ただし、

廃棄物処理計画の中にきちんと目標値を入れて、そういう循環基本計画に沿った形でつく

ろうという動きが大変自治体で強くなっておりますので、そういう形で十分循環基本計画

の精神は大丈夫というか、そういう流れで今行っていますので、私はそういう形で今回の

審議会、皆さんとのお話し合いをまとめるような方向でいければいいなというふうに提案

させていただきたいと思っております。 

【田中会長】  ほかにございますか。 

 小泉委員。 

【小泉委員】  先ほどの１６ページの一般廃棄物のごみ量という計画値、あるいは過去

の実績値を見ていますと、一見ほとんど定常状態というか、減っていないようにも見える
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わけなんですけれども、この中に、例えば資源物として回収された量というものがどのく

らいなのかということを、この中に含まれていないんじゃないかと思うんですね。その以

外だと思って、それがなかなか把握することが非常に難しいとは思うんですけれども、そ

の辺がどのくらいなのかということを後日教えていただければありがたいなという、資源

物としての回収ですね。 

 それから先ほど多摩地区はわりと有料化が進んでいて、区部はこれから検討に入ってい

る。まだ有料化にはなっていない。そういう状況なものですから、この実績値の中の傾向

が、例えば多摩地域と区部で、データ的には分かれてとれると思いますので、その辺が多

摩地域はどういうふうな傾向で、区部はどういうふうな傾向かというところもちょっと教

えていただければと思っております。 

 特に私自身、廃棄物という言葉が、これから循環資源物とか、そういうふうな言葉にな

っていく、そういう時代ではなかろうかというふうに思っておりまして、できるだけマテ

リアルリサイクルできるものは、それなりに集めてマテリアルとして使っていくと。前回

のこの審議会で答申が出ましたように、焼却不適から埋立不適ということになって、どう

してもマテリアルできないものについてはサーマルリサイクルでやっていくんだと。こう

いう方向が都から出て、先ほど会長の話にもございましたように、国のほうもそういうふ

うな流れになったということでございますので、そういった循環的にどういうふうに使わ

れていくのかというところですね。 

 それで、先ほどのお話にもありますように、循環型社会ということを目指したときに、

東京都というエリアは、このエリアに閉ざされているわけではないんですけれども、ある

意味コンパクトに、人口も産業、経済、すべてコンパクトに凝集された、そういう地域で

あると思うんです。私は、循環ということを考えていったときに、 後ネックになるのは

輸送の問題。ですから静脈物流の問題が一番ネックになってくるのではなかろうかと思っ

ておりまして、そういう研究を研究室でも進めておるわけなんですが、そういう意味では

わりとコンパクトなエリアということになりますので、逆に東京都でそういったうまい循

環型のシステムができなければ、広いエリアではなかなか難しいのではなかろうかという

ことも想像しております。 

 ですから、そういう中で、今度の廃棄物計画の中で、どういう物質に焦点を当ててそう

いったものをより進めていくのか。その辺も何か出てくるといいかなという、そういう思

いがございます。 

【田中会長】  計画課長。 

【中村計画課長】  今、データはございませんけれども、２４ページに平成１５年度の

データを出させていただいておりまして、この時点でございますけれども、先ほどのごみ

量は４６３万１,０００トンという形で、それ以外に区市町村のほうで資源ごみとして集め

たものが５４万トン、それから集団回収が２７万トン余という形でございます。これにプ

ラスアルファ事業所でリサイクルされていますけれども、それについては行政ではなかな

か把握できないということで、それも資源量としてはプラスアルファになるということで

ございます。 

 それから２点目の区部、多摩地域のデータの件でございますけれども、また部会等でお

示しできたらと思ってございます。 
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【田中会長】  データがだんだんと少しずつ減った、あるいはふえていないという状況

が見えますが、家電リサイクル法で別なルートで回収していったものは、前はこの中に入

っているけれども、今はこの中に入っていないとか、あるいは容リ法に乗って回収された

のは別でこの中には入っていないとか、そういう法制度の仕組みによってこの中にカウン

トしなくなったから、数字の上では減っているけれども、そういう回収したものも入れれ

ば、むしろ全体としてはまだふえているというようなことがうかがえそうですね、今の説

明でね。ということで、いろいろこういう数字も定義の違いだとか、法律の制度で、川の

流れを２つに分けただけで、トータルから見れば、全体としてはふえているというような

ことも実態としてはみんな理解した上で対策を講じたほうがよさそうですね。 

 それと課題が 初挙げられていますよね。緊急課題の５つが、５年前ですか。緊急課題

が５つあって、今の時点でこの課題は今も残っているのか。あるいはやったために緩和さ

れて別な課題がふえたのか。その辺はどうですか。 

【中村計画課長】  先ほど計画目標の進捗状況ということでご報告させていただきまし

たけれども、緊急課題の１１ページのところでございますけれども、一般廃棄物の 終処

分場の限界というのは、容量が決まっておりますので、課題としては当然まだ残っており

ます。それから産業廃棄物の発生量は多うございますけれども、かなりリサイクルが進ん

できたということは言えるかと思います。それから中間処理施設等でございますけれども、

スーパーエコタウン事業も順調に進んできたということで、課題がなくなったということ

ではございませんけれども、少し前のほうに進んできたのかなということでございます。 

 また、不適正処理は、先ほどもご議論がございましたけれども、さまざまな手を積み重

ねていかなければいけないということで、今年もまた条例改正をして、新たな制度をプラ

スアルファして不適正処理の撲滅に向けていくというものでございます。有害廃棄物につ

きましては、ＰＣＢ等処理できるということで大分リスクは低くなってきたのかなという

ことも思いますけれども、これにつきましても引き続きやっていく必要があるかととらえ

てございます。 

【田中会長】  ということで着々と対応がされているので、 終処分場については、一

般廃棄物では新たな処分場は確保しなくても済む見通しですよね。２３区は溶融するし、

三多摩はエコセメント化されるし、ですから、今の処分場は結構長く使えるような見通し

になったわけでしょう。ということで、もう処分場内でもデッドロックで困ったものだと、

こういうような緊急課題ではなくなって、処分場の問題はほぼ解決の見通しがついたと、

こういう見方はどうですか。 

【中村計画課長】  私どもは、確かに会長おっしゃるように、中間処理なり、ごみ減量

が進んできて、現行の処分場を使っていくにしては、以前よりも少し長く使えるのかと思

いますけれども、東京湾で新たに 終処分場を確保することは新海面以降はできませんの

で、まず、現行の処分場をいかに大切に使っていくかというのが大事だと思っております。

また、緊急課題に書きましたように、多摩地域は二ツ塚以降も処分場の確保というのは非

常に難しいということもございまして、エコセメントを導入したわけでございますので、

現行の処分場があるからといって解決したということではなくて、できるだけ長く使いた

いという思いでいっぱいでございます。 

【田中会長】  ということで、５年前は大変だったけれども、ほかの自治体の処分場で
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なくなってどうしようというような、そういうシビアなところに比べると、大きな方向転

換、方針が決まったので、というような感じを受けたものですからね。 

 ほかにご意見、ご質問ございますか。 

 岡本委員。 

【岡本委員】  都に住んでおりまして、 近数年で感じることなんですけれども、例え

ば古紙回収、それから家電のリサイクルといったことは進んできていると思います。とこ

ろが、例えば古紙回収なんかでいきますと、以前は国内でいろいろな処理をしてきたと。

ところが、 近の傾向で中国の問題が出てくると、古紙が不足するということが言われて

います。いろいろなリサイクルの設備をつくった業者さんがそれでいろいろな苦労をされ

ているという問題があるようです。 

 それからもう一つは、家電のほうでいきますと、リサイクルといって、我々都民として

はお金を出してリサイクルしてもらうということで動いているわけですけれども、一方で

は、回収業者がただで引き取りますよということが、 近車が回ってきてよくやっている

わけなんですね。おそらくあれは多分、中国へ持っていって、向こうの安い人件費で向こ

うでリサイクルするということなんだと思うんですけれども、それで今のいろいろな廃棄

物を考えるときに、都だけで考える、もしくは国も含めて考える。それは当然だと思うん

ですけれども、そういう海外の影響というのをどう考えるんだろうか。それからそういう

影響が、そこへ持っていかれる率というのは大きいのか。考える必要があるような量があ

るんだろうかどうだろうか。その辺のところをちょっとお伺いしたいんです。 

【田中会長】  データがなければないでいいんですけれども、何か情報があればどうぞ。 

【中村計画課長】  確かに古紙ですとか、鉄スクラップ、 近はプラスチック、たくさ

ん海外に輸出されてリサイクルされておりまして、資源循環も国際的な資源循環になりつ

つございまして、製品をつくるのも海外でつくって、日本で消費して、また海外でリサイ

クルするというようなシステムになりつつあるということで、そのことも踏まえながら、

先ほど会長のごあいさつにもありましたように、東京の地域の中だけではなくて、私ども

として、行政として何をやっていけばいいのかということも考えていきたいと思っており

ます。 

【田中会長】  野崎委員。 

【野崎委員】  ２点ほどお伺いしたいんですけれども、まず、計画目標の２にございま

した排ガス中のダイオキシン類は平成１４年度末までに平成９年対比で９０％削減をする

という目標があったと。これを受けて、平成１５年度までに９８％削減をしたという形の

ものが記載されておりますけれども、どういった形の対応が図られたのかということを、

大変恐縮ですが、お教えをいただきたいということが１点目でございます。 

 ２点目は、もしそれはあまり関係ないということで答弁しませんということなら、それ

はそれで結構なんですけれども、この計画とは直接関係があったかどうかは承知していな

いところでございますけれども、東京都の条例の中で野焼きの禁止の条例ができましたね。

あれを受けて、２３区内はそう大きな影響はなかったというふうに思いますけれども、私

ども市町村において、東京都における野焼き禁止の条例というのはかなり大きなインパク

トがございました。それは、農業者にとって、例えば落ち葉を焼却して、その灰を使う。

農業生産に使っていくということは、まだ現実に行われております。 
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 その後、東京都では、条例の解釈だったか、もう一度改正をしたのか明確ではありませ

んけれども、要は落ち葉等の焼却についてということで、何か東京都の広報に載っていた

ような記憶があるんですけれども、こういったことは都民の中にきちんとした理解がされ

ていない面があるのではないかというふうに私ども市を運営している中では如実に感じる

わけですけれども、それらについて東京都の見解をもしよければお聞かせいただきたいと

思います。 

 もう１点は、私ども市町村でも努力はいたしておりますけれども、要はまだ都民の中に

自分の目の前からごみがなくなれば、それで自分の責任は果たしたという感覚が強いんじ

ゃないかというふうに思います。例えば、私ども多摩地域２６の団体のごみの 終処分を

しております二ツ塚のことで言えば、なかなか一般の人が目に触れるという場所ではござ

いません。それと同時に、それぞれ市で単独で処理をしたり、一部事務組合をつくって中

間処理をしたりということで焼却処理をいたしておりますけれども、そこでどういうこと

が行われ、自分たちの毎日排出するごみがどういった形で処理されているのかということ

を、私どもも一部事務組合を運営しておりますから、そういったことをなるべく多くの市

民の皆さんに理解していただく。なおかつ知っていただく。そういう努力はいたしており

ますけれども、やはり東京都の立場からも、自分の目の前からごみがなくなればいいとい

う感覚だけではなくて、どういったことが行われ、そこに税が投入されているということ

をもっと私はＰＲする必要があるんじゃないかというふうに思うんですけれども、いかが

でしょうか。 

【田中会長】  何か。 

【中村計画課長】  １点目のダイオキシン対策でございますけれども、ご案内のように

ダイオキシン対策特別措置法という法律ができまして、平成１４年１２月に向けてさまざ

まな対策がとられてきたところでございます。既存施設の改造を行ってダイオキシンの排

出量を減らす。あるいは建て替えを行う。あるいは今、野崎委員からありましたように、

野焼きも大分ありましたので、それも少なくなったというのも効いていると思います。そ

のようにさまざまな区市町村なり、事業者さんのご努力によってダイオキシンが減ってき

たと私どもは理解してございます。 

 野焼きの条例の関係でございますけれども、ちょっと私どもとは所管が違うので申し上

げるのはいかがかと思いますけれども、都民の方に知っていただくためには、都と区市町

村がきちんと連携して普及を図るということは大事だと思いますので、今のご意見は所管

のほうにお伝えさせていただきます。 

【田中会長】  関連して、津田さんから何かございますか。三多摩では結構ＰＲのパン

フレットが配られていますよね。 

【津田多摩環境事務所長】  私ども今、野崎委員がおっしゃったように、基本的には野

焼き禁止ということでパトロールに努めています。発見次第、あるいは住民の方から連絡

をいただいて現場に急行し、取り締まりをやっています。ただ、現実として、従来から行

われてきている落ち葉とか、農業の堆肥に使うという場合は、それはお話があったように、

取り締まり対象ではないということで、対応しているところでございます。 

 それから、先ほど八王子で不法投棄が多いというお話があったので、あわせてお答えさ

せていただきたいのですが、私ども多摩では、産業廃棄物の不法投棄のパトロールをして
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おりますけれども、多分、委員さんごらんになるのは一般廃棄物の家電とか、応接セット

とか、いすとか、そういうものがかなり道路沿いの奥まったところに捨てられているケー

ス、それが多くて、お話があったのだろうと思います。 

 いわゆる一般廃棄物は八王子市さんの所管ということですけれども、私どもも協力して

取り締まりをやっているわけですけれども、やはりある意味ではイタチごっこといいます

か、先ほど野崎委員がおっしゃったように、自分の目の前から廃棄物がなくなればいいと

いうことで不法投棄される方が後を絶たないということで、それをきれいに片づけるとい

うことは、物理的にはやり切れない場合もあります。ご存じのように、八王子市さんは至

るところに不法投棄禁止ということで市の名前と所管の警察署名のボードを立てておりま

すけれども、そういう対策を講じても、あるいはパトロールをしても撲滅は難しい状況で

す。ただ、私どもも八王子市さんも積極的にパトロールして、見つけ次第、当然持ち帰ら

せるとか、撤去させるとか、そういう努力はしているところでございます。 

【田中会長】  中田委員のおっしゃった不法投棄を見つけた場合にどこに連絡すればい

いのかという点ですけれども、それは市役所に連絡すればいいんですか。 

【津田多摩環境事務所長】  市役所でも、私どもの廃棄物対策課でも構いません。連絡

をいただければ現場を見て、市役所と私ども、どちらが基本的に対応するかというのがあ

りますので、相談しながら対応させていただきます。 

【田中会長】  いいでしょうか。野崎委員のおっしゃった情報の公開というか、それは

三多摩は三多摩でこれだけお金を使ってこうやっていますとかいうのをやっていますけれ

ども、都全体としてもう少しＰＲをしたらどうかという、そういうご提案ですよね。 

 ほかに。 

 渡邉委員、どうぞ。 

【渡邉委員】  きょうの環境局で審議会があるというので、ぜひ都民の声を行政に反映

させてもらいたいというのに今をときめくアスベストの話があります。全然アスベストの

話が出ないので、きょうはアスベストの話を、有害廃棄物の処理で一生懸命だという話に

あわせて、アスベストについて当局の取り組み状況とどうだかということを、報道の方も

いらっしゃるようですから、お話ししてもらいたいということが１点。 

 それからもう一つ、非常に立派な資料で、私も少し早めに来て見させてもらったんです

が、残念ながら、一つ、私ら都民の視点から欠けるものがある。それはタックスペイヤー、

納税者としての視点からの話がちょっと欠けるんじゃないかなと思っています。つまり、

一般廃棄物にしろ、産業廃棄物にしろ、あるいはごみ問題全体の処理にしろ、皆様を含め

た人件費にしろ、いろいろな施策をやるにしろ、これ全部税金ですよね。ですから、これ

これの施策をやるのにいかほどお金がかかったんだと。このぐらいお金がかかるのよと。

このぐらいお金を使っても、まだこれしかできないのよということをぜひ情報公開すべき

であると。おそらくしづらい面があると思う。しづらいからずっとやってこなかった。で

も、先進的な自治体においてはそれをつみびらかにして、住民に語りかけることによって、

「ああ、そんなにお金がかかるんだったら、税金がかかるんだったらこうしよう」とかい

うような話があります。 

 先ほど、おれのところにあるごみだったら要らないけれども、遠くならいいやという話

は、とりもなおさず、このごみ、おれが負担するんだったら、ごみを出さないようにしよ
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う。だれかが負担するごみだから出してもいいと、こういう心理があるんですね。これは

環境問題全般に通じる話でありますけれども、ですから、どうか東京都が全国に発信する、

会長も言ったように、名だたる環境発信国にするんだとすれば、ぜひこういうデータの中

に税金の視点、つまりお金がどのくらいかかったのかということを入れたものを明らかに

してもらいたい。言いづらいことはたくさんあると思う。あるいはまだ廃棄物会計という

のが十分固まっていないから計算できないんだとか、いろいろあると思う。計算の仕方の

稚拙さということは別にしても、できるだけ都民にわかるように働きかけてもらいたい。 

 ここの何ページか見ると、一、二行、「環境報告書」という文字が踊っております。これ

は民間企業における環境報告、環境の問題のことを発信するコミュニケーションのことで

ありますが、行政におかれましても、このぐらいマテリアル部分が変わったよというのと

あわせて、ぜひお金をこのぐらい投下しているよということを教えたもので発信してくれ

れば、必ず都の環境行政に対する共感を得られるものと思うし、いっぱいサポーターが生

まれると思っています。私はそういうことを言ってくれときょう頼まれてきたので、ぜひ

ともその声を皆様に伝えていきたいと思っています。よろしくお願いします。 

【田中会長】  ありがとうございました。貴重なご意見。環境保全、安全とかいうこと

と、資源の保全と同時に経済面も非常に重要ですので、そういう側面を十分データに基づ

いて議論し、計画を策定すると、こういうことが大事だと思います。 

 ほかにございますか。薗田委員、何かありますか。どうぞ。 

【薗田委員】  今、報告書の話が出ましたので、実は私の会社では企業の環境報告書と

いうのを５０社ほど作成支援のほうをしておりまして、企業のほうが今目標に向かってど

ういった形でマネジメントを進めているか。当然、今の費用というところにつきましても、

「環境会計」というふうな名目でそれぞれどのような活動に対してどういう費用がかかっ

たのか。その費用がかかったものに対しての効果がどうだったのかというふうなことにつ

きまして、情報公開のほうを進めております。まだまだ報告書を出している企業数は日本

では１,０００社程度にはなっておりますけれども、今後、環境情報開示法が施行されまし

て、各方面から出されてくると思いますので、どんどん企業の情報開示は進んでくるかと

思いますが、やはり市民側としましては、おそらく東京都の廃棄物に関しても、どのよう

な費用がかかって、それがどういう効果があったのかというところについては知りたいと

ころだと思いますし、それから目標につきましても、 近は、ちょっと傾向としましては、

企業が３年、５年の短期目標ではなく、１０年とか２０年とか、非常に長期の目標の中で、

例えば資源をどのように活用していくのか。あるいは廃棄物ゼロといいますゼロエミッシ

ョン化をどのように進めていくのかという、そういった非常に大きな目標に向かっていろ

いろな進め方をしていらっしゃいますので、できれば目標につきましても、もう少し長期

的な目標を今後はつくられて、完全資源化ができるための社会システムはどういう形なの

かということについても何かできればいいんじゃないかなというふうに思っております。 

【田中会長】  ほかに。 

 じゃ、次の課題であります「新たな廃棄物処理計画」、これについて残りの時間で。 

【大野企画担当部長】  担当部長ですけれども、今のご質問のアスベスト対策の関係で

ございますけれども、きょうはアスベスト対策全般をお話しする場でありませんのでご用

意していないのですけれども、アスベストにつきましては、東京都の中に関係する局がた
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くさんございます。私ども平成元年に東京都の関連局で東京都アスベスト対策推進会議と

いうのをつくっておりまして、その中で分担をして、都民の方への相談の対応でございま

すとか、それから公共施設の点検でございますとか、それからアスベストを使用している

工場に面接しての立入り調査等々とか、いろいろなところで分担しておりまして、それで

粛々と対応を進めているという状況でございます。 

【田中会長】  はい。いいでしょうか。特にアスベストが原因で多くの方が亡くなって

いるということを踏まえて、いろいろなところで対策が講じられております。国のレベル

でも相当今対応策が練られておりますけれども。 

 では、次のきょうのメインであり……。 

【辰巳委員】  ちょっと質問があるんですけれども。 

【田中会長】  説明いただいた資料について。 

【辰巳委員】  すみません、ちょっと説明が私自身がなかなか理解できなくてついてい

けないところがあるんですけれども、例えば１６、１７ページにおいて、１７年度の 終

処分量、ごみの場合もですけれども、出る場合ですけれども、３割削減するというふうな

計画になっているんですよね。それでグラフのほうが全然計画値が下がっていない。この

意味が理解できていないんですけれども、処分量に関しては確かに半分ぐらいに、かなり

将来的に下がっていくようになっていますけれども、このグラフはどういうふうに読めば

よろしいんですか。 

【田中会長】  １６ページの一般の廃棄物のごみ量の排出量。 

【辰巳委員】  例えば一般廃棄物のごみ量の１７年度のごみの排出量の計画値という線

で引かれているのが全然下がっていない状態。目標値では３割削減しましょうというふう

になってて、それは計画目標と書かれている文章の中にあるんですけれども、四角の中に、

そういう計画が反映されたグラフになるんだったら、これが下がっていくのではないか。 

【田中会長】  終処分量を。 

【辰巳委員】  処分量じゃなくて、ごみ量も下げますと書いていますよね。ごみの 終

処分量を下げるということか。 

【田中会長】  はい。 

【辰巳委員】  すみません、失礼しました。そうすると、ごみ量の計画値を下げないと

いうのはどういうことなのかなというふうにちょっと思ったもので。 

【田中会長】  住民が出すか。 

【辰巳委員】  はい。その分をどうして下げるような方向で計画しないんだということ

が気になっているんです。下がらないという予定のもとにこれをつくられているというこ

となんですか。 

【田中会長】  そうですね。 

【辰巳委員】  そこを何らかして下げる方向で計画をつくらないと下がらないんじゃな

いかというふうにすごく思ったもので。 

【田中会長】  数字をいじったからといって、それが下がるわけじゃなくて、住民が生

活を変えない限りは。 

【辰巳委員】  そうなんです。だけど、目標が下がっていないと、それに向かって下げ

ようという努力は起こらないんじゃないかと私自身は思っていたもので、 初から計画が
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下がらないのはどうしてなのかなというふうにずっと思っているんですけどね。 

【中村計画課長】  ちょっと説明させていただきます。 終的には 終処分量を下げる

ということを目標にさせていただいて、そのときの前提となるごみ量はこうだという、多

少説明不足で申しわけございません。計画値というよりは、その前提となるごみ量はこの

ような形で予測させていただいて、さまざまな施策をとることで 終処分量を下げるとい

うものでございます。 

【辰巳委員】  ただね、ごめんなさい、話し途中で。発生抑制をうたっているわけです

よね、 初からね。その発生抑制をうたいながら、どうして下がらないんだというところ

がすごく疑問のままなんですけれども、すみません。 初から、都民が出す量はこれだけ

だという予測をつけちゃっていること自身が都民に対する期待もないし、とても残念だな

という気もするんですけれども。 

【中村計画課長】  冊子のほうをごらんいただければと思うのですけれども、冊子の６

２ページ、６３ページにどういう減量目標にしたのかという細かいところをつけてござい

ます。６３ページの表２－１をごらんいただきますと、ごみの発生予測量を出しておりま

して、そこから発生抑制量を引いております。例えば平成１７年度でいきますと６５２万

トン、ごみが発生するだろうと予測をしまして、２１万トンは発生抑制で減らしていこう

と。それからリサイクル量で１６３万トン減らし、さらに処理の段階で４２万トン等を減

らしていくという形で 終的には６８万トンまで持っていこうということで、発生抑制の

減らす分も入れているということで計画をつくってございます。 

【辰巳委員】  それが減らないというのが私にはちょっと。グラフの中で減らないとい

うのは──わかりました。それが逆に処分が減ればいいんだということなんだろうと思う

んですけれども、ちょっと 初の視点でごみの発生量そのものが減る方向で計画を立てな

いと、今回か次の話かわかりませんけれども、いつまでも同じ量だという前提のもとに、

じゃ、次の方向でという話は、ちょっと私は何となくやっぱり。 

【崎田委員】  実を言いますと、私、前回の廃棄物処理計画をつくったときに、初めて

入らせていただいたころで、実はそのときに市民感覚からいうと、発生抑制というものに

向かって目標値をもっと明確に立てたらどうかという提案をかなりさせていただきました。

ただし、そのころ、今思うと、例えば名古屋市で全部のリサイクルをしっかりやって、か

なり１年目は発生抑制量も下がるとか、今ちょっとリバウンドしていますけど。その後、

近は日野市とか、多摩地域のいろいろな有料化が起こって急激にごみが半減して、資源

がふえても、ごみと資源の総量が２５％、１年で減るとか、そういうドラスティックな展

開というのが起こる直前だったんですね。やはり市民と政策形成との信頼関係で将来の目

標値というものがあると私は思っておりますので、そのときまだそこまで社会がそれだけ

の信頼関係がなかった時代なんだというか、市民側も、そして社会がほんとうに減らそう

というような雰囲気になる直前だったような気がするんです。 

 ですから、今の辰巳さんのおっしゃることはすごくすばらしい意見なんですが、ぜひそ

れを今後に生かして、次の計画を立てるときに、やはり市民もそれだけちゃんと実践する

んだということをきちんと担保できるような仕掛けを入れ込んだ話し合いに、今後提案し

ていくというふうになったらいいんじゃないかというふうに私は思っております。ですか

ら、これからの目標値を今後話し合うときに、そういう仕掛けを全部入れ込んだ中で、ど
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ういう将来予測ができるかというのをもう１回考えていくときの材料としたらいかがかと

いうふうに私は思っております。 

【小泉委員】  私、ちょっといろいろ予測の仕事をやっている者でして、この６３ペー

ジにあるごみ発生予測量というのは、現状の、あるいは過去のデータに基づいて科学的に

予測するとこういうふうに、逆に言うと、平成１７年度、２２年度とふえていくというこ

となんですね。それで、今お話にありますように、これをはなから減らすんだということ

になりますと、例えば水需要予測で、それぞれの家にペットボトルというか、ドラム缶で

もいいんですけれども、それで水を供給するよと。蛇口は勝手に開かせないよということ

もなりかねない。予測ではなくて予定量になるわけですね。ですから、それを計画してい

く計画社会というんですか、そういうことにもなりかねないというある意味での危うさも

あるんです。ただ、もちろん家庭ごみなんかで有料化で多少減っている、２割、３割。私

も多摩地域でいろいろデータ分析をやっておりますけれども、結構減っていることも事実

です。ただ、リバウンドがあることも事実です。 

 それで、先ほどちょっとお話ししたのは、全体の量、それはどうなっているんでしょう

かねということでお聞きしたんですが、資源量はふえていると。ただ、ごみ量は多少横ば

いになって、ですからこれは本来ふえるんだけれども、横ばいになっているということは

かなり抑えられているということなんだと思うんですね。ただ、それを今後どういうふう

にしていくのかというのは非常に大きな問題ですし、私自身、予測を専門にやっておりま

すので、それぞれの都民の生活自体をどうするのか、どう変えていくのか。そういう話と

も絡んでくると思っております。 

【辰巳委員】  わかりましたけれども。 

【野崎委員】  今、辰巳委員と崎田委員がおっしゃいましたけれども、私は辰巳委員が

おっしゃっているとおりじゃないかというふうに思うんです。それは、確かに一般廃棄物

のごみ量がほとんど変わらない。だけれども、 終処分量はこういった形で減少していく。

そこに何があるのかと言えば、今ほどご説明があった６２ページのところの努力だという

ふうに思うんですけれども。これ考えてみますと、リサイクル量の目標にしても、確かに

行政が都民の皆さんに分別をお願いしたり、高度処理をしていくという形で都民の皆さん

の協力をもらうということは、それは前提にあるわけですけれども、逆に見ると、金を投

入して 終処分量を減らしていると言っても過言じゃないだろうというふうに思うんです。 

 だから、そこのところで、そういった行政の努力というものもしていかなければいけな

い問題なのかもしれませんけれども、一般廃棄物の排出量そのものをどう抑えていくのか

ということは課題の一つとしてとらえていく必要があるんじゃないかというふうに思うん

ですよね。私ども毎日ごみの収集をやっていますから、どういったごみの質がその季節に

よってふえたり減ったりというのはわかるわけですね。ちょっと長い話になって恐縮です

けれども、今の夏場の生ごみの焼却処理の中身なんか見てみれば、要は水燃しているよう

なものですよ。ちょっとこれは不適切な言い方かもしれませんけれども、それぐらい水分

の多い生ごみが増えるわけですよね。じゃ、そのときに家庭から出るごみを１回絞ってく

れたらどうなるのかということだって、これは私ども末端の行政が市民の皆さんにお話を

していくという部分でもあるのかもしれませんけれども、やはりごみの排出者である都民

一人ひとりがどう排出量を減らすための努力をするか。それはやはり私は考えていく必要
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があるんじゃないか。辰巳委員がおっしゃること、私もそのとおりじゃないかなというふ

うに思います。 

【崎田委員】  ちょっと一言だけ。私が言っていたことも同じなんです。それだけ一言。

とりあえず前回の計画をつくった時点ではなかなか議論がそこまで、やはりこういう流れ

になりましたので、今度の議論にぜひそういうのを生かしていきたいと、私もそういう発

言をしていきたいと思っております。 

【小泉委員】  私もちょっと一言だけ言わせていただいて。鶏と卵だと思うんですね。

ですから、今、野崎委員おっしゃるように、私もそういう希望はあるんです。ただ、計画

を策定するという立場に立つと、どっちが先かというのがありまして、今こういう状態に

なっているというご説明であって、誤解のないようにしていただければと思います。 

【野崎委員】  いや、皆さんおっしゃっているのはよくわかるんです。ただ、ほんとう

にごみを出しているのは都民一人ひとりなんだということはきちんと全体がとらえていく

必要があるんじゃないかという思いでございます。 

【辰巳委員】  つまり、こういうところでつくった計画というのは、例えば５年後にそ

れをクリアしていないと格好がつかないとか、そういう発想も根底にあってどうしても、

失礼なことを言っているかもしれませんけれども、緩くなりがちなのかもしれないな。そ

んな気も少しするんですけれども。そうじゃなくて、やはりみんなで一丸となってその計

画に向けて取り組むんだという意思のあらわれというのがすごく大事かなというふうに思

いまして、行政の取り組みという意味ではなくて、行政の取り組みはもちろんやることに

よって減るのは当然だと思うんですけれども、それだけではなくて、一人ひとりが自分た

ちに期待されているんだということを伝えるためには、こういうふうにちっとも減らない

よ、将来的にもと言われちゃうと安心するんじゃないかというふうに、そんなふうにとっ

たもので。 

【田中会長】  この辺、難しい問題を含んでいるんですけどね。一人ひとりが意識を改

革するということでＰＲしたりということは 大限やるにしても、それぞれが豊かな生活

をあきらめない、充実した人生を送りたいということで必要なものを持ち込んだ結果が廃

棄物ですので、厳しい目標を立てたとしても、それが実行不可能な数字を出しても、それ

は問題なので、実行可能で、発生抑制は一種のモラルのようなものですから、やりましょ

うということでやってくれる範囲でしかできないので、だから割り当てを与えて、１０％

減で、これ以上出すとペナルティーだと、経済的なインセンティブは使いますけれども、

それをする必要性があるかどうかという点がね、そこに達成しなくてはならない。それか

ら処分場がないような場合は処分量を減らすというのが目標になっていますけれども、発

生抑制というのは支援を、消費の抑制をするためにこちらの方向がいいですよというのは、

世界でみんな取り組まなきゃいけない問題ですよね。 

【辰巳委員】  すみません、しつこくて。これから申し上げるのは次の話だと思います

ので、次のところでまた話させていただきます。 

【田中会長】  もう次のところにいっていますので。 

【辰巳委員】  よろしいですか。じゃ、もう一言ついでに。市民の立場として考えられ

るのは、ごみを減らせって口で言われてもなかなかできないんですけれども、具体的にこ

れはこちら、これはこちらって、分別も一つだし、今おっしゃっていますように絞って出
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すというのもそうでしょうし、生ごみというのはかなりの量ですから、生ごみをリサイク

ルする方法っていろいろな方法がありますので、そういう具体的なシステムとか、方法を

知らせることによって、かなりごみというのは減るというふうに私は思っておりますので、

ただ、言葉で減らせと言われてもできないというのは間違いないです。 

【田中会長】  それは大いにありましょう。というのと、今までも決してやっていなか

ったわけではないから、ほんとうに１０％、２０％減るというのは至難のわざだなという

気もしますね。今までずっとやって、だからこそアメリカに比べると、ＧＤＰ当たりにす

ると半分以下ですよね。そこまでリサイクルを進めていますので、さらにほんとうに減る。

数字だけを小さくしても達成がどうかなというので現実的な計画でなくてはならないと、

こういうことだと思いますね。 

 ほかに。新たな廃棄物処理計画について、こういうことに気をつけてやるべきだとかい

う点をご指摘いただきたいと思いますが。 

 崎田委員。 

【崎田委員】  新たな廃棄物処理計画の場合、私、先ほどお話ししたように、循環基本

計画にもきちんと対応できるというような状態でつくるというほうがいいと思っておりま

す。そういうことを考えると、いわゆる持続可能な循環型社会というか、持続可能な社会

に向けて資源を大切にしていくという視点をきちんとするためには、発生抑制に関しての、

例えば経済的な仕掛けとか、そういうことをもう少しきちんと提案するとか、それでもう

少し区とか市に対して支援をすると。そういう仕掛けがいくように支援をするとか、そう

いう発生抑制部分に関してかなりきちんとした検討をして書き込みをし、提案していった

ほうが私はいいと思っております。 

 それとともに、そういう意味でいうと、拡大生産者責任の徹底と排出者責任の徹底、そ

ういうようなことをきちんとした上での３Ｒの推進と熱回収と適正処理という全体が出て

くるような流れにちゃんとなったほうがいいように思います。 

 それと市民の役割のときに、もちろん発生抑制に対して、市民ができる役割として家庭

ごみ有料化というのがありますが、それだけではなくて、もっと全体的な情報提供とか、

環境教育とか、普及啓発、ここには計画目標５のところに入るのかなと思いながら読んで

いるんですが、この辺に関して、もう少しきちんとした提案をしていくというか、考え方

を入れていったほうがいいと思います。それとともに、 近企業の方がＩＳＯなどでＰＤ

ＣＡサイクルってきちんとやっていらっしゃいますけれども、やはりああいう精神を取り

入れて、プラン・ドゥ・チェックで、またその次の見直しをどういうふうにしていくかと

いうような、そういうような視点もちゃんと入れたりとか、現実化させるために社会の中

でもっと連携と協働でやっていく仕掛けが必要なんだというような、そういうような呼び

かけもきちんと入れていくとか、少しそういう全体像をみんなで話し合って提案していけ

たらいいんじゃないかというふうに思っています。 

【田中会長】  そういう視点も大事ですよね。一般的には、エンドパイプアプローチで

出てきた排出量をどうするかというふうになりがちだけれども、その以前の部分のリデュ

ース・リユースのところも十分踏まえてとか、あるいはそのために環境教育、ごみ教育と

いうところもしっかりと実行可能な提案をしていくということを忘れないようにというご

指摘だと思います。もちろん出てきた物を適切に集めて処理すると。あるいはリサイクル
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するという計画が中心ではありますけれども。 

 ほかにございますか。 

 北村委員、お願いします。 

【北村委員】  先ほど野崎委員ご発言になって、私、考えていたんですけれども、現在

の廃棄物処理計画の中では、一般廃棄物については基本的に区市町村の責務だということ

で比較的抑え目に書いてあるんですね。技術的な支援とか、制度への提案というのが基本

的に都の役割ですよ。先ほどの話で、結構市民の方の近いところにまでこれが入っていく

のかという印象を持たないわけではないんですね。都のそういう計画の中で、都と区市町

村は役割分担がありますよね。都がズカズカと区市町村のところへ入っていって、ああせ

えこうせえという時代でもないわけですね。もちろん連携してということになるんですけ

れども、そのあたりはどの辺までが都のこういう計画で受けとめて、どのあたりが具体の

住民により近い区市町村のところでやるべきか。このあたりは何かいいアイデアは、今の

ぼやっとしたプランでもございますか。 

【野崎委員】  私ども一般処理廃棄物基本計画というものを持っております。それは今

後発生するであろう市民から排出されるごみをどういった形で処理をしていくのかという

ものを定めるものなんですね。それが東京都さんは東京都さんでこういう計画をつくりま

すけれども、やはり私ども末端の地方公共団体としてはこれまでの実績と、今後ごみの処

理にどのぐらいお金をかけられるのかというのは、やはり正直決まってまいります。そう

いった部分でかなりシビアな計画を立てておりますし、市民の皆さんにかなりの部分でご

協力をいただいているというふうに思っています。それは２３区内がどういった分別を進

めているのか、私、細かく承知をしていなくて恐縮なんですけれども、私どもの市では１

１分別を行っております。それと同時に、市民１人当たりの１日のごみの排出量は６６０

グラムをちょっと超えるぐらいでございます。 

【渡邉委員】  グラム？ 

【野崎委員】  はい。これでも私どもの市は２６市の中で上から一、二です。１日当た

りのごみの排出量が６６２だったか、６だったか。 

【渡邉委員】  それは多いという意味での１位なの？ 

【野崎委員】  いや、少ない。 

【渡邉委員】  じゃ、立派だと言いたいわけね。 

【野崎委員】  いや、そういう意味ではないんですけれども。そのぐらいごみの問題と

いうのは、行政の問題でもありますけれども、市民の皆さんがごみに対してどういう認識

を持たれるのかということは、これはほんとうに大きな問題でございます。ですから、計

画をつくったから行政の責任は終わりだということはあり得ない。あくまでも、東京都さ

んもそうですし、私どももそうですけれども、排出者である市民の皆さんとの一体の関係、

これは間違いのない事実でございます。お役所的な発想で計画をつくって、それが実行さ

れるかと言ったら、それは正直無理ですね。 

【北村委員】  この廃棄物の処理計画をつくるときは、あらかじめ関係市町村の意見を

聞けというのが法律で義務づけられている話でありますから、それならなるべく前の早い

段階からそうしたご意見を賜って一般廃棄物の部分に反映させていくほうがより内容的に

もよくなるんじゃないかというふうに思いましたので、ちょっと発言させていただきまし
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た。 

【田中会長】  わかりました。渡邉委員。 

【渡邉委員】  今、６６２グラムとか５グラムとかという話がありましたけれども、そ

れはお金の直すと何ぼかかるという意味ですか。私言ったことと同じことなんだけれども、

物のグラム、マテリアルの部分だけじゃなくて、それを処理したりするのに、市で行政で

何ぼぐらいお金をかけているのかという話をして、この物を減らすために何ぼお金を負担

してもらっているんですよという２つを、市民というか、都民に提案して、お金を取るか、

ごみを任せるかという話をしないと、なかなか抑制効果はないだろうという話を重ねて言

いたいと。 

 おそらく何グラムという話はするけれども、どのぐらいお金がかかっているかというこ

とをわかっているのはいないと思うんです。ほんとの計算している係員ぐらいしかわから

ないような仕組みなんですね、私が知っている情報によると。ですから、それをつまびら

かにするようにやってもらいたいというふうにお願いしたい。どこに聞いても正確に言わ

ないですよ。例えば東京都では、区役所でも担当の少し上のほうの人が言っている数字と、

議会で上げる数字と、担当の人、あるいは清掃課長や何かが言っている担当者のレベルの

話でも違ってくるし、あるいは人件費と運送費をどの程度入れるかとか、みんな単位の取

り方で違うんですね。それを統一基準を置いてやるようにしないと直らないと。出しにく

いいろいろな案分があると思うんです。でも、どうか新しく環境局長になられた大様に

おかれましては、自ら新任されたというお話ですので、古いしがらみでなく、新しく石原

都政に貢献できるように頑張ってもらいたい。私はその次のナンバー２の方とあわせて、

ぜひとも新任の方、総務部長様、ナンバー２の方も新任だと聞いていますので、新しい体

制の中で新しい夜明けをつくってもらいたいと切に希望するものであります。 

【田中会長】  大体わかりました。計画目標を立てて、その目標を達成するのにどれだ

けの都民の犠牲を払うか。金銭的にとか、利便性とか、そういうことをおっしゃっていら

っしゃるわけですね。だから目標を立てても、リスクを削減するために施設を整備したり

というようなことで、その関係がわからないと、トレードオフの関係が皆あるから、それ

を明らかにした上で選択するようにしようと、そういうご指摘だと思います。 

 野崎委員と野口委員と順番に。 

【大局長】  ちょっとよろしいですか。 

【田中会長】  今の件に関して。 

【大局長】  せっかくのお話ですから、お答えになるかどうかわかりませんけれども。

確かに市民の皆さんがごみの収集から 終処分までどれくらいお金がかかっているのかと

いうことをきちっと認識を持っておられる方ってほんとうに少ないと思いますし、今おっ

しゃるように、環境局のいわゆる廃棄物の担当でもすぐには答えが出てこないのが実態だ

と思います。しかしながら、もちろん収集業務、２３区はご承知のように各区に今は行っ

てしまいましたけれども、それも数字を集めれば集められないことはないと思います。そ

れからスーパーエコタウン事業とか、いろいろ 近高度処理をしておりますけれども、そ

れぞれの施設でどれくらいお金がかかっているかということについては、全体の把握はで

きるわけです。そういった意味で、こんなにお金がかかっているのかということを都民の

皆様にお知らせすることも、先ほど来、ごみの量を減らすという目的のためには、やはり
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財政的な面で、例えばごみ１キロを処分するのにこんなにかかるのだということを都民の

皆様にお知らせをするということも効果としては非常に大きな効果になるのではないかと

いうふうに私個人は思います。そういった意味で新しい計画の中にそういう表現ができれ

ば、それも考えていきたいというふうに思っております。 

【田中会長】  それでは、野崎委員、野口委員と順番にお願いします。 

【野崎委員】  たびたび申し上げて恐縮なんですけれども、今、ごみの処理の関係で局

長からお話がありましたけれども、東京都の広報なんかを見ていましても、また、２３区

の広報を見ましても、多摩地域の広報を見ましても、毎年決算統計が終わった後には、ど

ういったところに皆さんからいただいた税をこのぐらい投入していますというものを、石

塚町長、きょうおいででございますけれども、つくっております。その中で、例えば都民

の安全に幾らとか、ごみの処理に幾らとか、そういったものは広報の中で私はお知らせを

しているというふうに承知いたしております。これはおそらくどこの団体でもそうだとい

うふうに認識いたしておりますけれども、そういったものがやはり広報、行政側が決算統

計を終わった後にそういったものをきちんと情報開示をするということと同時に、その広

報を受け取る側もこういったものにお金を使われているということに興味を持っていくと

いうことが私は必要なんだろうと思っています。 

【田中会長】  今のに関連してですか。 

【渡邉委員】  関連です。 

【田中会長】  渡邉委員。 

【渡邉委員】  今、現場の首長さんからお話が出たので、その先の話をします。つまり、

Ａという町長さん、Ｂという村長さん、あるいはＣという区長さんのところで扱っている

廃棄物にかけるお金について、これとこれは原価に入れようとか、これこれの人件費まで

は入れようとか、残業手当はここまで入れるとか、そういった統一基準をつくっていない

ということを言っているんです。つまり、廃棄物の会計といいますか、国のいろいろな会

計の中で廃棄物のことを取り出して、それに合った費目を統一基準で経理処理したものを

並べると、でこぼこが出て都合の悪いところがあったりするから出さないのではないかと

いうふうに市民は思っているんです。 

【吉積一般廃棄物対策課長】  ご説明申し上げます。先ほど会長からもご説明ございま

したけれども、中央環境審議会の審議が昨年の５月ぐらいからございまして、今年の２月

に意見具申が出されております。その中で、今後清掃事業も効率化というのが非常に重要

なテーマだということで、効率化をするための前提条件、今、渡邉委員がおっしゃいまし

たとおり、コスト分析の手法がなかなか明確になっていないということで、今、意見具申

を踏まえまして、国のほうでそういった標準的なコスト分析をやる手法について研究して、

提案していくということが打ち出されておりまして、国が今年度研究していると伺ってお

ります。いつの時期に公表されるか、そこまでははっきり現段階で情報はございませんけ

れども、国ではそういった全国的に統一するような基準を、標準的なものをお示ししたい

という考えでございます。 

【渡邉委員】  ありがとうございます。今のことについてもう一言。それを国で、小池

百合子さんが決めてからやるんじゃなくて、それを東京都が先取りして、全国に先駆けた

廃棄物会計をつくれないかということが私の提案です。つまり、それこそ東京方式だと私
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は思うんです。だから霞が関で小池百合子さんが決めてからやるという話じゃなくて、東

京都でやれないかと。やれる人材はいるんですよ。よく探すと。この中にもいますよ。で

すから、そういったことで東京都で名乗り上げてやってもらいたい。それを国が決めてか

らなんて言わないでやってもらいたいというのが私がここに来た意味です。よろしくお願

いします。 

【田中会長】  はい、わかりました。 

 岡本委員。 

【岡本委員】  今のお話で、行政に対して、その辺の基準をつくって明確にしなければ

いけないということを都民が不信に思っているという発言がありましたけれども、私はそ

うは思っていません。それはどういう後ろ盾でそういうことをおっしゃっているのかわか

りませんけれども、一般の市民としてはそういうことは思っていないと思います。どうし

たら発生を抑制できるかということには関心を持っています。持っている人がどのくらい

いるか問題なんですけれども、そういうふうに持っていくべきであって、貴重な時間をそ

の辺の基準をつくるとか、そういうことに費やすよりも、やっぱりほんとうに減らすには

どうしたらいいかと。何とかの情報を開示しろとか、そういうふうなことよりも、ほんと

うにどうしたら減るんだろうかと。教育もあるでしょう。いろいろなことがある。そこに

時間をかけて、この審議会は検討していただいたほうがいいんじゃないかと私は思います。 

【渡邉委員】  これでやめますから。私自身の名誉と岡本委員の誤解に対して一言答え

たい。私は別に特定の団体の後ろ盾はありません。身辺調査してもらってもいいです。私、

どの団体にも所属していませんから。 

 それで申し上げます。今言ったように、全国の廃棄物の会計に関して自治体でばらばら

だから、統一して統一基準でやったほうがいい。そしてそれが何ぼお金がかかるから、自

治体に出さないで自分で始末するようにしたほうがいいとか、お金がそんなにかかるんだ

ったら、自分たちでもっと、ここでいうごみの発生抑制という話ですけれども、そういっ

たことにつながるインセンティブの観点から申し上げています。あとこれだけお金かかる

んだということを行政がアカウンタビリティーを発揮して、透明性を発揮することは不信

でも何でもないと私は思っています。むしろそんなこと話題にならなくても出すのが当た

り前なのであって、私は別にここにいらっしゃる皆さんに不信感を持って言っているんじ

ゃない。ただ、私の言葉遣いがこのような調子だから誤解を招いたとすれば、それは深い

誤解であります。私は愛情あふれる観点から、東京都を限りなく愛していますので申し上

げました。誤解を防ぐために言っておきます。 

【田中会長】  どうもありがとうございました。 

 野口委員。 

【野口委員】  今の渡邉委員のお話を伺っていて思ったのは、強い希望としては、都の

リーダーシップをやはり求められているんだろうと。先ほどの北村委員のお話にもあった

んですが、これまで分権の関係もあり、一般廃棄物については区市町村がやりなさいとい

うことになっていたので、なかなか都としては技術的支援というやわらかな表現になって

いた。いただいた計画、前計画もそういう論調で非常にソフトに書かれている部分がある

のかなと思ったんですけれども、これまでの話を伺っていると、一廃の問題についても都

の果たす役割とか、都が働きかける期待感というのが非常に高いのかなという気がいたし
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まして、全然文脈は違うんですが、平成１６年の廃掃法の改正で、地方分権を勉強してい

る者にとって非常に象徴的だったのは、環境大臣の関与が入ったと。あれは分権の考え方

からすると、今どんどん国から地方公共団体への関与が減っている中で一つ、唯一という

表現をなさっている方もいましたが、国からこの問題に関しては働きかけなきゃいけない

んだよという点で象徴的だったと言われることもありますが、文脈は違いますけれども、

都が都の中の区市町村に果たす役割というのも、リーダーシップを持って必要な部分では

非常に強く物を申していく姿勢というのが必要なのかなと思いますし、ぜひ今回の新しく

できる計画では、都民とか市民の方々にというのももちろんなんですけれども、都として

都の中の区市町村にこういうことを期待したいとか、こういう行動をとってもらいたいと

いうようなことを具体的に非常に強く出されてもいいのかなという気がいたします。 

【田中会長】  ありがとうございました。この件はまだまだ意見があるかと思いますけ

れども、集中的に検討していただく必要があるかと思います。そういう意味で、この諮問

については、「計画部会」を設置して、課題の整理と集中的な検討、議論をしていただきた

いと、このように思います。 

 そして、部会の審議結果を総会で全体報告していただいて、審議会としての結論をまと

めるということにしてはいかがかと思いますが、この審議期間について、事務局はどのよ

うに考えていらっしゃるでしょうか。 

【森廃棄物対策部長】  審議期間についてでございますけれども、おおむね来年の２月

ごろまでに中間の取りまとめをいただきたいと考えております。その後、パブリックコメ

ントを募集した上で、さらにご審議をいただきまして、来年の夏までに 終的な答申を頂

戴できればと考えております。よろしくお願いいたします。 

【田中会長】  わかりました。 

 それでは、そういったスケジュールに向けて、「計画部会」を設置して審議を進めていた

だきたいと思います。そういうことでいいでしょうか。部会をつくるということで、集中

的に。 

（「異議なし」の声あり） 

【田中会長】  それで審議会の要綱の第７条の第３項によりますと、部会長及び部会の

委員につきましては、会長が指名ということになっておりますので、私のほうから委員の

指名をさせていただきたいと思います。ということで、メンバーの名前を挙げさせていた

だいていいでしょうか。 

 「計画部会」の部会委員ですけれども、次のメンバーに部会の委員になっていただきた

いと思います。 

 岡本委員。北村委員。黒川委員。小泉委員。崎田委員。薗田委員。辰巳委員。中田委員。

野口委員。野村委員。広瀬委員。細田委員。安井委員。渡邉委員。 

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」の声あり） 

【田中会長】  次に、部会長につきましては、小泉委員にお願いしたいと思いますが、

よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

【田中会長】  では、小泉部会長、一言ごあいさつをお願いしたいと思います。 
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【小泉部会長】  小泉でございます。よろしくお願いいたします。 

 大変任の重い部会長ということになりそうなんですが、いずれにしましても、循環型社

会に向けて、私が願っているのは明るい未来ということであって、暗い未来ではなくて明

るい未来で、循環型になればなるほど経済も発展し、我々の生活の利便性もよくなるよう

な、そういうふうな形で計画ができていけばいいかなというふうに思っております。どう

ぞ、皆様方のお知恵をいろいろ拝借しながら、何とかこの部会を進めてまいりたいと思っ

ておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

【田中会長】  それでは、部会委員の皆さん、どうぞよろしくお願いしたいと思います。 

 それで、きょういろいろ議論をいただきましたが、ご発言がなかった方にちょっと一言

ずつ感想でも聞かせていただければと思いますが、野村委員、いかがでしょうか。 

【野村委員】  今後の問題にもなるかどうかわかりませんけれども、スーパーエコタウ

ンの、これから新しく稼働し始めてまして、それからこの５年間の計画の中でも大いに影

響があるのではないかなというふうに思われます。その辺の当初のもくろみといいますか、

計画といいますかね、それと実際の稼働し始めてからの実績といいますか、その辺のギャ

ップといいますか、そういったことが計画の中にもある程度反映しながらやっていければ

いいのかなというふうな思いもしております。 

【田中会長】  原山委員。 

【原山委員】  私は産廃協会の会長ですけれども、今、産業廃棄物協会はあらゆる意味

で世間から注目されておりまして、特に優良化制度に関連しまして、評価基準制度の公開、

それから公開義務が課せられましたね。これなんか今、我々の協会のほうで問題にしてい

ますのは、評価制度に、要するに公開する場合に、不適正の事実があって、それを報告し

なければいけないという義務づけがありますね。これを義務づけして報告したことによっ

て、きちっと減じられるという制度ならいいんですが、報告させて、それで罰するという

のは憲法違反であろうということが業界の中でちょっと問題になっていまして、ここらも

我々業界がもっとしっかりしなければいけないという認識は持っているわけで、これから

は今までのように唯々諾々とやるのではなく、主張すべきは主張しようということで結束

しようとしております。 

【田中会長】  はい、わかりました。 

 細田委員、お願いできますか。 

【細田委員】  渡邉委員の余りの威勢のよさにちょっと引いちゃったんですけれども。

コストの問題というのは確かに大事で、第一歩として基準が統一できるか。公会計がそも

そもしっかりしていないから、公会計がしっかりしていない段階ですべて非常に細かいの

をあわせて出すというのは今難しいんです。減価償却をどうするかも含めてね。ただ、ざ

っくりとした数字というのは出ているわけで、一番単純には、環境省が出しているデータ

で、２兆円使っている一廃の処分で排出量を割ってみると、大体４５円という数字がキロ

グラム出てくるわけですよね。大体事業系あわせて１人１キログラムだとすると、４５円。

多分、東京都は区に移管する前に６０円ぐらいだったんじゃないかと思いますけれども、

そういう数字を出すだけでもいろいろなことがわかってくる。それからもっとマイクロな

データですね。新海面をつくるのにどれだけお金をかけたのか。膨大なお金をかけている

わけです。一民間企業がとてもできないキャッシュを、おそらく僕が知っている、あの段
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階で、５年前で６,７００億円ぐらい多分かけていると思う。そういうことをやって処分し

ているということはやっぱり知ったほうがいいですよね、知らないより。それは知る権利

はあるだろうし、その中でどうやって発生抑制するかということをみんなの知恵を出して

やっていけば、私は東京都が率先したことができるんじゃないかなと思っております。 

 特に家電のリサイクルのときも都が率先してデータを出したんです。そのときのデータ

が多分キロ２０３円。これはキロ２０３円というと、ばか高くてびっくりしちゃう。産廃

協会の原山さんに聞いたら、２０３円だったら喜んでやる。半分以下でできる。何で東京

都はそんなに高いんだ。しかも、リサイクル率は１０％以下ですよ、あのころ。鉄をちょ

っと取って、非鉄をちょっと取るか取らないか。そういうこともわかってくると、何でこ

んなむだしているのかとわかってくるので、そのわかる程度のデータでも出すと、次のス

テップがいいのができるんじゃないかなと思っています。 

【田中会長】  ありがとうございました。 

 後、石塚委員、お願いできますか。 

【石塚委員】  町村会から私は出ておりまして、瑞穂町の町長をしております。 

  この問題につきましては、デイリーの問題といいますか、その日その日の処理につきま

しては、野崎委員もそうだと思いますが、自信を持ってといいますか、きっちりやってお

るという認識を持って臨んでおりますし、それでないと住民がついてきてくれませんから。

そのような形で進んでいるんですが、この委員会その他ですね、将来のことということで

全体的にどういうふうに進むべきかというのをきっちりやっていただいて、それに沿って

我々もなるべくそれに近づけるといいますか、いうのが重要じゃないかと思います。これ

からは各市町村がそのテリトリーできちっとやっているだけの時代でありませんから、や

はり国と、全体からどういう方向に進んで、どうやるべきかという共通点といいますか、

そういうのをだんだん明確化していったらいいのではないかと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。 

 きょうは貴重なご意見、そして活発な討議ができたことを感謝申し上げたいと思います。

しかも、往々に環境に関連した委員会ですと、資源の保全とか環境の問題はしゃべるけれ

ども、余り費用のことは言わないような雰囲気があったんですけれども、きょうは明確に、

都民の意見を言うためには必要なデータが要ると。そのデータの中に経済性というんです

か、コスト、これが出たというのは非常によかったなという気がしますし、それに基づい

て計画の案ができればいいなと思います。 

 それでは、事務局から何か連絡事項がございましたら、よろしくお願いします。 

【中村計画課長】  第１回の「計画部会」の日程でございますけれども、８月下旬ごろ

開催をお願いしたいと考えてございます。詳細の日程及び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る予定でございます。 

 また、次回の総会につきましては、先ほど部長からもございましたように、おおむね来

年２月ごろを予定してございます。こちらにつきましても、調整の上、決定次第ご連絡を

申し上げます。 

 なお、部会委員の皆様方には、本日の審議会終了後に８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いたしますので、ご都合の悪い日に×印をご記入の上、事

務局のほうにお知らせいただければと思います。 
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 以上でございます。 

【田中会長】  特にほかにご発言がなければ、これで東京都廃棄物審議会を閉会いたし

たいと思います。本日はどうもありがとうございました。 

 

＜１７時００分閉会＞ 

── 了 ── 


