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日時：平成 18 年 2 月 9 日（木） 午前１０時～ 

             場所：東京都庁第一本庁舎 33 階南側 特別会議室 S6 
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東京都廃棄物審議会（第９回） 

平成１８年２月９日(木） 

 

 

【田中会長】  皆様、おはようございます。定刻になりましたので、東京都廃棄物審議

会を開会いたします。委員の皆様方におかれましては、大変お忙しい中をご出席いただき

まして、まことにありがとうございました。 

 昨年の７月に都知事から諮問いただきました東京都廃棄物処理計画の改定について、計

画部会において審議を行っていただきました。本日は、部会でおまとめいただきました「中

間のまとめ（案）」についてご報告いただき、委員の皆様の審議を得た上で、本審議会とし

て「中間のまとめ」としてまいりたいと考えております。 

 審議に先立ちまして、事務局から確認事項をお願いしたいと思います。 

【中村計画課長】  初めに、本日の出欠状況についてお知らせいたします。黒川会長代

理、石塚委員、北村委員、広瀬委員、室橋委員、安井委員につきましては、本日、ご都合

によりご欠席と承っております。また、細田委員、崎田委員は、遅れていらっしゃると承

っております。ただいまご出席の委員数は１２名ということで、委員総数２０名の過半数

に達しておりますので、定足数を満たしていることをご報告申し上げます。 

 続きまして、お手元の資料を確認させていただきます。座席表、会議次第、委員名簿、

中間のまとめ（概要）の案、それから、本編の中間のまとめ（案）でございます。 

 事務局からは以上でございます。 

【田中会長】  それでは、これより本日の議事に入ります。議題は、１番目が、「東京都

廃棄物処理計画の改定について中間のまとめ」です。 

 本日は、計画部会から中間のまとめ（案）の報告がございます。まず、最初に部会から

の報告をいただいた上で、委員の皆様にご意見をいただきたいと思います。 

 それでは、部会での審議の経過と中間のまとめ（案）について、小泉部会長から報告を

お願いします。 

【小泉委員】  それでは、計画部会での審議経過についてご報告いたします。 

 計画部会は、これまで５回開催し、新たな廃棄物処理計画について活発な議論を交わし

てまいりました。まず、昨年９月９日に第１回部会を開催しまして、東京における廃棄物

の発生状況やリサイクルの取組の進捗状況、処理施設の整備状況、不適正処理に対するこ
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れまでの取組の成果などを確認し、新たに取り組むべき課題などについて審議いたしまし

た。 

 続いて、１０月４日の第２回部会では、これらの課題を計画期間の５年間に取り組むべ

きものと中長期的に取り組むべきものとに分けまして、６つに整理いたしました。また、

循環型社会への変革はなお道半ばですので、新たな計画においても、引き続き「循環型社

会への変革」を基本理念に掲げるべきだといたしました。その上で、目指すべき循環型社

会の姿として、物質を消費し豊かさを享受する社会から脱却すべきといった意見が多く出

されました。さらに、東京の経済活動は、他県や海外と密接な相互依存関係にあるため、

地球規模の視点に立って課題をとらえて、東京から循環型社会への変革に先駆的に取り組

んでいくことの必要性を確認いたしました。 

 １１月２４日の第３回部会では、循環型社会に至る道筋を見据えつつ、「発生抑制・リサ

イクル（省資源化）の促進」、それから、「廃棄物処理・リサイクルに係る環境リスクの低

減」、そして、「健全な廃棄物処理・リサイクルビジネスの発展」、こういった３つを柱に据

えて、具体的に主要な施策についての審議を行いました。特に、３点目の「健全な廃棄物

処理・リサイクルビジネスの発展」につきましては、循環型社会への変革を実現していく

上で重要な観点であって、東京のように高密度に集約している都市でこそ、高度な技術に

よりまして、リサイクルビジネスを成功させなければならないと考えております。また、

東京の成功事例を、今後、広く世界にも発信していかなければならないと考えております。 

 これらの施策の中には、東京都と区市町村との役割分担にかかわるものもありますので、

事務局から区市町村に審議経過の情報を提供し、意見を聞いてもらいました。区市町村か

ら寄せられました意見の中には、東京都が今後の方向性をより具体的に示していくことを

期待する意見が、多く寄せられております。 

 １月２４日の第４回部会では、区市町村との協力・連携しつつ、都は強いリーダーシッ

プを発揮して施策を展開していくべきであって、東京都が果たすべき役割を強く打ち出し

ていくべきだとの意見が多く出されました。 

 それから、一昨日の２月７日の第５回部会では、以上の議論を整理しまして、部会とし

ての「中間のまとめ（案）」をとりまとめたところでございます。「中間のまとめ（案）」に

つきましての具体的な内容につきましては、これから事務局から説明をお願いしたいと思

います。よろしくお願いします。 

【中村計画課長】  それでは、私のほうから説明をさせていただきます。「中間のまとめ
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（案）」の冊子のほうでございます。これをごらんいただければと思います。 

 １ページを開いていただきますと、目次がございます。部会でのご議論を踏まえまして、

このような構成にしてございます。まず、第１章として、これまでの東京都の施策と今後

の課題をまとめてございます。また、第２章に、計画改定に当たっての基本的考え方とい

うことで、基本理念、あるいは東京都が果たすべき役割を中心にまとめてございます。ま

た、第３章には、循環型社会に向けて施策の目指すべき方向、計画期間からさらに先を見

据えた方向を記述してございます。また、４章には、それを踏まえて、計画期間中の目指

すべき目標を掲げているという形でございます。また、５章は、その計画期間中の目標を

踏まえまして、計画に定めるべき主要施策を３つの柱に分けて記述しているという形でご

ざいまして、それ以降に、参考資料、あるいは審議経過等を付けてございます。 

 それでは、１ページからご説明をさせていただきます。 

 まず、第１章「これまでの東京都の施策と今後の課題」ということで、まず（１）で、

「現行計画策定後の動き」という形を書かせていただいております。１４年１月に計画が

つくられましたけれども、その計画に定められた施策は、着実に進展してきているという

形で書かせていただいております。 

 また、私どもの都の取組だけではなくて、下のほうに区市町村の取組、それから、都民、

ＮＰＯ等の取組、あるいは、国における取組という形で、現行計画策定後の大きな動きを

ここで記述させていただいております。一番最後にございますように、「東京都廃棄物処理

計画の掲げた『循環型社会の変革』という理念の実現に向け、大都市東京は一歩一歩では

あるが確実に前進しつつある」という記述でございます。 

 続きまして、２ページ以降は、主要課題でございます。主要課題もご議論いただいた中

で、一番上のほうの真ん中にございますけれども、「新たな課題に対してできるだけ速やか

に対処していくことが重要」、それはもちろんでございますけれども、「計画期間内だけで

は解決困難であり、中長期的なビジョンを持って腰を据えて取り組むべき課題にも、積極

的に着手していかなければならない」という形で書かせていただいております。 

 課題の中には、計画期間内で解決すべき課題と、それから中長期的に取り組むべき課題

を、わかるような形で書かせていただいております。 

 課題１は、「依然として廃棄物を大量に発生させている社会」ということで、発生抑制に

大きな前進が見られないため、中長期的な課題として、「生産や消費活動の在り方を廃棄物

等の発生抑制が進展する方向に変えていくことを目指して、今後計画期間５年間の施策を
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進めていく必要がある」という課題の設定をしてございます。 

 課題２の「埋立処分に依存しているプラスチック廃棄物」でございますけれども、前回

の当審議会の答申でもいただきましたけれども、まだまだ取組が足らず、一廃、産廃とも

にプラスチック廃棄物の多くが埋立処分されているという現状がございまして、「今後計

画期間の５年間において、可能な限りプラスチック廃棄物の発生抑制を促進するとともに、

埋立処分量をゼロとすることを目指して、国内における適正なリサイクルルートの構築を

進めていく必要がある」という課題を設定させていただいております。 

 課題３でございますけれども、「有効活用されていない建設泥土」ということでございま

す。依然として建設泥土の多くが埋立処分されている実態にございますので、「今後計画期

間５年間において、建設泥土の有効活用を進めていく必要がある」という課題設定にさせ

ていただいております。 

 課題４「後を絶たない廃棄物の不適正処理」ということで、これは、「今後計画期間の５

年間において、引き続き取締りを徹底するとともに、小規模化している不法投棄の現状を

踏まえて、不適正処理の未然防止策を講じていく必要がある」という課題でございます。 

 課題５「徹底すべき有害廃棄物等の適正処理」ということで、都内から排出された有害

廃棄物の約６割が他県における処理に依存しているという現状も踏まえまして「飛散性ア

スベスト廃棄物、感染性廃棄物、ＰＣＢ廃棄物などにつきまして、都内処理を進める必要

がある。また、その他の産業廃棄物につきましても、確実な処理が実現するよう必要な措

置を講じていく必要がある」という課題設定でございます。 

 課題６「健全な発展が求められる廃棄物処理・リサイクルビジネス」でございますけれ

ども、このような関連ビジネスが社会から十分な理解や評価を受けて健全に成長していく

ことが、廃棄物の適正処理を徹底し、リサイクルを促進するために不可欠であるという現

状認識から、「これらのビジネスが中長期的に発展していけるよう、今後計画期間の５年間

の施策を進めていく必要がある」という課題の設定でございます。 

 続きまして、４ページ、第２章でございます。以上のような課題設定を踏まえまして、

私どもがこれから計画改定をするに当たっての基本的考え方をお示しいただいております。 

 まず、（１）基本理念でございますけれども、「新たな東京都廃棄物処理計画は、引き続

き基本理念に『循環型社会への変革』を掲げ、目指すべき循環型社会の姿をできるだけ明

確に示し、そこに至る具体的な道筋を見据えて策定されるべきである」というように書か

せていただいております。 
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 なお、計画の位置づけでございますけれども、都道府県廃棄物処理計画としての位置づ

けはもちろんでございますけれども、「東京から循環型社会を実現していく施策を定めた

計画としての性格も合わせ持つ」という形で、書かせていただいております。 

 それから、２番目の「目指すべき循環型社会の姿」ということで、２段落目でございま

すけれども、「できる限り環境に負荷を与えずに、『物質』を無駄なく利用し、循環利用し

ていく仕組みづくりが重要」ということが１点でございます。「さらに重要なのは、心の豊

かさを大切にしていくことである」、さらに、「そうした心の豊かさを次の世代に語り継い

でいかなくてはならない」というような、目指すべき循環型社会の姿を描いてございます。 

 さらに、「循環型社会の在り方」といたしまして、２点示してございます。資源が有効に

利用され、廃棄物が適正に処理されていく社会であって、その内容が以下の２点でござい

ます。製品の省資源化や長寿命化が進むとともに、できるだけ資源を消費しないライフス

タイルが定着している。廃棄物の発生抑制、リユース・リサイクルの取組が一層推進され

ている。それらの結果、温室効果ガスの削減が進み、天然資源の消費量と廃棄物等の排出

量の抑制が図られているというのが１点でございます。 

 もう一つは、不要となって排出された廃棄物につきましても、可能な限り埋立処分量が

削減されているということ、また、処理の過程においてもエネルギー消費量が抑制され、

有害物質等の管理も徹底されていること。このようなことから、環境に与える負荷や有害

物質等によるリスクが最小限に抑えられた安全で安心できる住みよい生活環境が保たれて

いる、こういう循環型社会のあり方だというようなまとめ方をさせていただいております。 

 続きまして、「循環型社会において実現すべき社会規範」ですが、そのような循環型社会

の中で、以下に示すような意識や行動が定着しているという書き方をさせていただいてお

ります。ここも大分ご議論があったところでございます。製造・流通事業者におきまして

は、できるだけ廃棄物を発生させない製品を設計、提供するとともに、ＥＰＲを意識しま

して、使用済み製品のリサイクルや適正処理に責任を負っているという書き方をしてござ

います。 

 また、一方で、製品を消費する者のほうは、できるだけ廃棄物を発生させない製品を進

んで選択する、そういう行動が定着しているということでございます。 

 また、廃棄物等のリサイクルの過程が、いわば製品の製造過程と一体の過程としてとら

えられているということでございます。 

 また、事業者ができるだけ環境に与える負荷を抑制する取組を行うことが、市場におい
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て評価されている、そういうことが定着しているということでございます。 

 それから、もう一つ、環境に与える負荷、あるいは有害物質によるリスクが最小限に抑

えられた適正な処理を行うことが重視されている社会である。 

 最後に、今度は必要な費用の話でございますけれども、生産者や廃棄物の排出者が、公

平かつ公正に費用負担をするルールが確立しているという６点にまとめてございます。 

 以上に述べましたような目指すべき循環型社会の道筋を見据えまして、廃棄物処理計画

の策定を進めていくべきということでございますが、そこで、「東京都が果たすべき役割」

を（３）にまとめていただいております。 

 まず、先ほど小泉部会長からもございましたように、東京が他県や海外と、物質、エネ

ルギー、サービスなどの面において非常に密接な相互依存関係にあるということで、「都の

施策が、」次のページでございますけれども、「他の地域に大きな波及効果を生じさせる」

ということでございますので、廃棄物処理計画においても、真ん中辺でございますけれど

も、「地球規模の視点に立って現在の課題をとらえた上で、循環型社会への変革に向けた先

駆的な取組を東京から発信していかなくてはならない」という書き方をさせていただいて

おります。また、「東京都は、自らも先駆的に取組ながら、強いリーダーシップを発揮して、

以下のように、関係各主体と協働して施策を展開していくべきである」という書き方にさ

せていただいておりまして、５点加えてございます。 

 まず、都民、ＮＰＯ、産業界との連携でございます。２番目が、区市町村、あるいは首

都圏自治体との協力・連携、３番目が、都民、事業者等に対する情報提供、あるいは問題

提起を行いまして、各主体の関心を高めて、自らの積極的な行動に取り組むということを

促していくという役目でございます。４番目が、新たな社会的仕組みを構築していくため

に、関係各主体とのコーディネーターとしての役割を担う、これも都の役目であるという

ことでございます。それから、最後でございますけれども、例示として、廃棄物の定義区

分のあり方、あるいは有害な廃棄物を散逸させない仕組みの実現など、新たな法制度の構

築について、都として積極的に検討して、国に提案していく、これも都の役目だというよ

うな形で、おまとめいただいております。 

 続きまして、３章、７ページでございます。循環型社会を目指して、「施策の目指すべき

方向」を３つの柱にまとめさせていただいております。 

 １番目は、「発生抑制・リサイクルの促進」でございます。その中で２つございまして、

１つは、この発生抑制・リサイクルに係る都民、事業者等の社会的責任を徹底していくべ
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きだという方向性でございます。この中で、廃棄物の発生抑制、リユース、あるいはこれ

までのリサイクルの取組に加え、プラスチック廃棄物なり建設泥土、バイオマス資源など、

有効活用できるもののリサイクルを積極的に推進していくことは、自らが果たすべき社会

的な責任であるという意識を定着させていくべきであるという書き方をさせていただいて

おります。以下、それらを踏まえたような記述を加えてございます。 

 また、２番目に、「事業者の自発的取組を促進する仕組みづくり」ということで、これも

１つの方向ということで書かせていただいております。 

 それから、（２）でございます。今度は適正処理の部分でございまして、「廃棄物処理・

リサイクルに係る環境リスクの軽減」というところで、廃棄物が適正に処理されるよう最

大限の配慮をすることは、都民、事業者が自ら果たすべき社会的責任であるという書き方

をさせていただいております。 

 また、次の８ページでございますけれども、２番目に、「廃棄物処理の流れを透明化し、

追跡管理する仕組みづくり」ということで、処理の不透明性を解消させていくべきである、

特に有害性の高い廃棄物につきましては、追跡管理する仕組みを普及させて、処理の流れ

を一層透明化させていくべきだという方向性を書かせていただいております。 

 ３つ目でございますけれども、「産業廃棄物の排出量の多い大都市東京から先導的な取

組を展開」していくということでございます。これは、先ほども課題のところで触れまし

たけれども、有害廃棄物の６割が他県で処理されてきたということで、今後はこれらを都

内において処理する体制の確立を目指していくべきである。とりわけその３つの物質につ

きましては、処理体制を早期に確立すべきであるという方向性でございます。 

 また、もう一つ、周辺自治体で連携して、首都圏から先導的な取組を展開していくべき

というような方向性を書かせていただいております。 

 （３）は、「健全な廃棄物処理・リサイクルビジネスの発展」でございます。循環型社会

を実現していく原動力として、これらの事業者が大きな役割を期待されております。そこ

で、「不適正な処理を行う事業者が市場から排除され、環境に与える負荷の少ない優れた取

組を行う事業者が市場で評価を受け、発展できるような社会システムを構築していくべき」

という書き方にさせていただいております。「今後は、これらの事業者の取組が相互に連携

し合い、情報交流などが活発化して、総体として信頼性が高く、環境に与える負荷の少な

い優れたリユース・リサイクルシステムが構築されるよう、誘導していくべき」という書

き方にしてございます。 
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 これらの施策の方向性を踏まえまして、平成２２年度までの「計画の目指すべき目標」

を、次の第４章で記述してございます。おとといの部会でもご意見がございましたように、

「貴重な埋立空間を有効に活用していくという趣旨から、一般廃棄物の最終処分量及び産

業廃棄物の最終処分量の減量目標を掲げ、その達成に努めていくべきである」という書き

方にしてございます。 

 目標値でございますけれども、これもおとといの部会でもご説明させていただきました

けれども、「試算」としましたのは、平成１６年度のデータが出た段階でもう一度数値を精

査したいということで、中間のまとめ段階では、試算という形で目標値を出させていただ

いているという形でございます。 

 続きまして、１０ページで、今まで申し上げたようなところを、相互関係がわかりやす

いような形で図示をしてございます。現行の東京都廃棄物処理計画が、今の段階から次の

ステージへ行くということで、そのためには、６つの主要課題を踏まえて、計画期間中の

目標を達成していく。さらに、その先の循環型社会に向けて、施策の目指すべき方向を踏

まえて施策を行っていくというイメージをつくらせていただいております。 

 続きまして、１１ページでございます。それらを踏まえて、今度は、「計画に定めるべき

主要施策」をまとめさせていただいております。これは、先ほど申し上げました３つの施

策の柱ごとに、計画が規定すべき主要施策を掲げているという形でございます。また、施

策の中には、５年間の計画期間中に対処すべきものと、中長期的なビジョンを持って取り

組んでいくべきものがあるということでございますけれども、いずれについても、計画期

間内のいつまでに何を実現するのかを明確に示すべきだという書き方にしてございます。 

 １つ目の柱の、「発生抑制・リサイクルの促進を図るための施策」ということで、まず、

発生抑制の促進でございます。４つございますけれども、１つ目は、「容器包装廃棄物の発

生抑制の促進」ということでございます。容器包装の使用量の削減につきましては、都と

区市町村が連携して、国に制度提案を行ってきたところでございまして、その提案を踏ま

えまして、国の審議会において一部それを入れて、とりまとめもしていただいたというこ

とでございますので、「この制度が有効に機能するよう、必要に応じて、国に更なる働きか

けを行っていく必要がある」という書き方でございます。また、法令に基づく取組以外に

も、八都県市、あるいはさまざまな団体と協働して、発生抑制の取組を進めていくべきと

いう書き方でございます。 

 続きまして、１２ページ、「家庭ごみの有料化」でございます。これも、部会のご議論の
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中で、発生抑制施策として入れていくというご意見もございまして、こちらに入れてござ

います。家庭ごみの有料化が、家庭から排出される一般廃棄物の発生抑制に有効な施策の

１つであるということで、ただ、これまで都内でも大分取組が進んできたところというこ

とで、有料化の具体的導入方法等、あるいはごみ減量効果等を調査分析して、区市町村に

情報提供していくべきだという書き方でございます。 

 また、次の「建物の長寿命化による建設廃棄物の発生抑制の促進」ということで、建物

をできるだけ長く使用していくことが重要であるということで、中古住宅の流通市場の活

性化、あるいは、新築の場合でも、長寿命の住宅の普及ということをやっていく必要があ

るということでございます。 

 次に、「環境教育・普及啓発の推進」ということで、これまでも、埋立処分場の見学会の

開催、あるいは、環境局といたしまして、キッズＩＳＯ１４０００事業ということを行っ

てまいりました。これら都民や事業者、特に将来社会を担っていく子供たちが、自らの問

題として積極的に循環型社会づくりに参加していくことが重要であるということで、今後

とも、そうした参加を促す取組を引き続き進めていくべきであるという書き方でございま

す。 

 続きまして、「産業廃棄物のリサイクルの促進」でございます。ここにつきましては、今

日の午後も開かれますけど、事業系プラスチック資源リサイクル研究会で細田座長にとり

まとめていただいている内容を、こちらに概要を書いてございます。事業所から排出され

るプラスチック廃棄物のリサイクルの促進ということで、そこに「排出事業者５原則」と

いうことを書きましたけれども、これは、研究会で出していただいている５原則でござい

ます。 

 真ん中辺にございますように、東京都は、排出事業者に対して、プラスチック廃棄物の

発生抑制やリユースに努めた上で、最も適切な方法によりリサイクルしていくことが原則

であることを強く訴えかけていくべきであるということでございます。 

 また、次の１４ページでございます。一番上にございますように、プラスチック廃棄物

のリサイクルを推進するためには、より効率的に廃棄物を収集する仕組みが必要であると

いうことで、複数の事業所を効率的に収集するシステムについて検討していくべきである

ということでございます。 

 また、下のところでございますけれども、事業者が主体的にリサイクルに取り組むよう

促していくためにも、最終処分場において受け入れるものを再生利用ができない廃棄物に
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限るという趣旨が徹底されるよう検討すべきであるという書き方でございます。 

 下の、「建設泥土の有効利用方策の拡大」ということでございまして、２段落目にござい

ますように、建設泥土は、改良を加えることで建設工事において埋め戻し材として活用す

ることが可能でございます。そこで、まず１つは、「工事現場内での一層の有効利用を促し

ていくべき」、それから、２つ目は、「公共工事等から排出された建設泥土を他の公共工事

において有効に利用できるよう、廃棄物処理法の特例措置を活用するなどして、有効利用

を拡大していくべき」という書き方でございます。 

 １５ページの「一般廃棄物のリサイクルの促進」でございます。まず、「プラスチック廃

棄物のリサイクルの促進」ということで、前回の審議会でもご答申いただいた内容でござ

いまして、マテリアルリサイクル、あるいはサーマルリサイクルについて、区市町村の取

組がさらに進展するよう、必要な支援を行っていくべきであるということでございます。 

 また、ごみの分別収集区分についてもご議論がございまして、「国における検討状況等も

踏まえ、必要な情報を区市町村に提供していくべきである」という書き方でございます。 

 次に、「区市町村に対する支援」ということで、先ほど、小泉部会長からもございました

ように、昨年１２月に区市町村からヒアリングをさせていただきまして、いろいろご意見

を伺っております。その中のことも踏まえて審議を進めていただきましたので、２行目に

ございますように、「広域の地方公共団体である東京都に対しては、区市町村も期待を寄せ

ており、都は区市町村と連携して課題解決に取り組んでいくことが重要である」という書

き方でございます。 

 その中で、まず、発生抑制・リサイクルに関する支援は、事業者団体への働きかけも協

働して、連携して行うべきということ。それから、区市町村が処理費用の公表をする場合

には、費用の算出方法等について、必要な情報提供を行っていくべき。それから、環境教

育につきましても、区市町村の支援を行うとともに、広域的なものは、八都県市と連携し

て進めていくべきというところでございます。 

 また、適正処理のところでございますけれども、区市町村の施設につきまして、よりエ

ネルギー効率が高く、信頼性の高い処理が行われるよう、必要な技術的支援、あるいは財

政的支援を行っていくべき。あるいは区市町村間の広域的な連携や相互協力体制を構築し

ていくために必要な調整を、都として行っていくべきということでございます。 

 続きまして、埋立処分量の削減に関する支援ということでございまして、まずは、溶融

スラグ、あるいはエコセメントの区市町村の取組の支援をしてくべきというところでござ
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います。また、埋立処分場につきましては、まず、都は、廃棄物の減量を都民や事業者な

どに広く呼びかけるとともに、区市町村の施策に対して積極的に支援していくべきという

ところでございます。 

 また、都は、区部における埋立処分場の管理者でもございますので、処分場の効率的な

維持管理に努めていく必要がある。また、限りある容積をいかに有効に活用すべきかにつ

いて、中長期的視点に立った検討をしていく必要があるという書き方でございます。 

 し尿処理につきましては、多摩の西側と島しょ地域は浄化槽で処理されているというこ

ともございますので、引き続き合併処理浄化槽の普及の促進、あるいは適正な維持管理、

島しょ地域におけるし尿処理について支援をしていくべきだという書き方でございます。 

 １７ページは、２つ目の柱、「廃棄物処理・リサイクルに係る環境リスクを軽減させるた

めの施策」でございます。アは、「有害廃棄物の都内処理体制の確立」ということで、３本

書いてございます。ここにつきましては、既に部会でもご案内しましたように、昨年１１

月に今後の産業廃棄物対策ということで方針を定めたものを、ここに入れてございます。

飛散性アスベスト廃棄物につきましては、溶融処理が技術的に確立するまでの間、セメン

ト固化等を行ったものを、都の管理する最終処分場に受け入れているが、―昨日（きのう）

から受け入れてございます―。引き続き、適正に処理されるようにしていくべきである。

また、溶融技術につきまして、国や産業界の動向も視野に入れつつ、調査・検討を行って

いく必要があるということでございます。 

 また、感染性廃棄物につきましては、既存の都内施設と合わせまして、スーパーエコタ

ウン事業による施設が完成すると、全量都内で処理できる体制が整うということで、引き

続き適正に処理されるようにしていくべきである。 

 ＰＣＢ廃棄物の処理は、昨年１１月から始まってございますけれども、収集運搬、処分

が安全に実施されるよう、監視、指導を行う必要がある。また、現在、保管、あるいは使

用している機器につきましては、平成２２年度末の期限までに処理をするよう促していく

べきであるということでございます。 

 イの「不法投棄対策の強化」でございますけれども、真ん中辺からでございますけれど

も、「解体から処分に至るまでの廃棄物の処理の流れを電子情報により総合的に管理する

とともに、適正な処分を行うために必要な費用が、事前の供託等により確実に支払われる

仕組みの導入が必要である」ということで、次のページでございますけれども、「都は八都

県市と連携して、新たなシステムの導入を国に提案していくべきである。また、提案に当
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たっては、都としても積極的に実証実験を行っていくべきである」という書き方でござい

ます。 

 下のところは、「排出事業者・処理業者の報告・公表制度の実施」でございます。前回の

審議会答申もいただきまして、昨年３月に条例改正をいたしまして、９月から施行してご

ざいます。既に排出事業者、処理業者ともに第１回のご報告をいただきまして、インター

ネットで公表しているころでございまして、「この両制度の円滑な普及を図っていくこと

で、不適正処理の未然防止に努めていくべきである」という書き方をしてございます。 

 続きまして、１９ページ、これは追跡管理システムでございますけれども、ＩＣタグと

バーコードでございます。ＩＣタグにつきましては、現在、５病院で導入されております

けども、このシステムが都内の全病院に導入されるよう、更なる普及・拡大を図っていく

べきである。 

 それから、バーコードにつきましては、小さな診療所、あるいは医院が対象でございま

すけれども、このシステムの普及を支援していくべきということでございます。 

 また、「広域的な不法投棄対策の充実」ということでございまして、周辺自治体と情報の

共有化を進めながら、効率的な監視体制を強化していくべき。あるいは不適正処理に対し

て一層迅速に対応していくべきということでございます。また、違法行為に対しては、厳

格な行政処分や刑事告発を迅速に行うべき。それから、産廃スクラム２７等の場において

も、連携した取組を進めていくべきという書き方でございます。 

 それから、３番目の柱、「健全な廃棄物処理・リサイクルビジネスの発展に資する施策」

ということでございます。 

 まず、スーパーエコタウン事業でございますけれども、今後とも、スーパーエコタウン

事業の運営が円滑に推進できるよう、必要な調整を行っていくべきである。また、これら

の事業の成果を先進的な取組事例として、東京から広く情報を発信していくべきである。

また、これまで整備した施設のほかに、先進的で信頼性の高い新たな施設の立地について

検討していくべきという形でございます。 

 続きまして、「優良な取組を行っている処理業者を評価する仕組みづくり」ということで、

先ほどご説明しましたように、報告公表制度、昨年の秋から始めたところでございますけ

れども、国におきましても、優良性の判断に係る評価制度が具体化されたということもご

ざいますので、これも踏まえて、第三者が評価する仕組みの導入について検討を進めるべ

という書き方にしてございます。 
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 また、「事業者の優れた取組の普及促進」ということで、産業廃棄物対策推進協議会等に

おきまして、リサイクルが一層推進されるように、先導的に取り組む事業者の成果を紹介

するなど、普及を図っていくべきという書き方でございます。 

 また、「産業廃棄物処理施設向けの環境報告書ガイドラインの策定」ということで、前回

の答申の中にいただいた一般廃棄物処理施設向けのガイドラインにつきましては、昨年の

３月に作成をいたしまして、現在、都内の区市町村、あるいは一部事務組合で、環境報告

書をつくっていただいているところでございます。これによりまして、住民の方々とのコ

ミュニケーションを図っていただくという意図でございます。それを、産業廃棄物処理施

設向けにも広げようということで、産廃施設向けのガイドラインをつくっていくべきだと。

それを使って、環境報告書の普及に努めていくべきであるという書き方でございます。 

 最後に、「産学公連携による新たなリサイクル方策の調査研究」ということで、大学や産

業界、研究機関と連携して廃棄物のリサイクルや適正処理の技術開発が促進されるよう、

調査研究を進めていくべきであるという書き方でございます。 

 以上が本編でございまして、２２ページから２４ページは、計画目標値の細かい部分を

こちらに記載させていただいております。計画目標値の試算の内容、あるいはその細かい

算定方法につきましては、２４ページまでで書いてございます。また、２５ページ以降は、

部会でいろいろご議論いただいた中で使わせていただいた資料の中で、各章に合わせたよ

うな形で、参考ということでつけさせていただいております。４１ページまででございま

す。最後に、４３ページ以降、昨年の７月以降の審議経過をつけさせていただいていると

いう形でございます。 

 事務局からは、以上でございます。 

【田中会長】  はい、ありがとうございました。 

 都知事から諮問があって、それに対して廃棄物審議会としてのまとめですので、最終的

にでき上がったものをもとに、東京都は廃棄物処理計画をつくって、それを実行するとい

うことになります。したがって、処理計画をつくる上においての基本的な理念や、あるい

は高い目標を示して、それを実現するように都が自ら処理計画をつくって、平成１８年度

から５年間、平成２２年までと、それだけではなくて、中長期的なものも目標を達成する

ためにという内容になっております。部会で何回も検討されて、いいものになっていると

思いますが、部会に入っていらっしゃらない方もいらっしゃいますので、部会のメンバー

も含めて、ご議論いただければと思います。 
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 ご意見ございましたら、よろしくお願いします。 

【細田委員】  よろしいですか。 

【田中会長】  はい、細田委員、そのままで。 

【細田委員】  私、部会になかなか出られないで申しわけなかったです。 

 まず、これは基本的によくできていると思うので、これに沿ってぜひ進めていただきた

いと思います。そこで、１つ注文なんですが、２０ページ（３）の１番目のスーパーエコ

タウン事業による先進的な云々、リサイクルビジネスを首都圏を中心に、東京を中心にし

て進めていくということなんですが、それはぜひ進めていただきたい。ただ、ちょっと見

てみますと、例えば、中防に行っても、新海面付近を見ても、あるいは城南島へ行っても、

やはりインフラがかなり逼迫している。ありていに申しますと、車、トラック輸送はもう

かなり限界に来ているんじゃないか。玉をどう動かすかということを考えないと、エコビ

ジネスは回っていかないわけですよね。 

 この間も、国土審議会のワーキンググループでいろいろ議論をさせていただいたんです

けど、もう少し日本は、トラック、鉄道、それから船、この総合的な活用をほんとうは考

えなきゃいけないんじゃないか。港湾管理者は当然東京都なわけで、港湾管理者というだ

けじゃなくてポートオーソリティー、空も含めた上で、やはり総合的な物流政策というこ

とを考えないと、このエコビジネスがうたい文句だけに終わってしまう可能性がある。 

 東京はエコタウンであるとともに、リサイクルポートをもらっているわけですね。とこ

ろが、ちょっと私、間違いかもしれませんけど、リサイクルポートはどれぐらい有効に活

用されているかというと、ほとんどされていない。みんな悩んでいるわけですけど、ぜひ

その辺も、総合物流ということをよく考えられて、東京都には、例えばバースをつくろう

と思えば、私、わかりませんけど、多分、まだまだつくる余地はあると思うんですよね。

広い……、時々見させていただきますけど、そういうことをぜひお考えになられて、エコ

ビジネス、スーパーエコタウンを中心にやるんだったら、いかに物流を有効活用するかと

いうことを、船、もう一回繰り返します、トラック、鉄道、すべて含めて考えていただき

たいと思います。 

 以上でございます。 

【田中会長】  廃棄物の処理で、一般のごみの７割ぐらいは収集運搬だと言われるぐら

い、収集運搬は非常に大事なので、東京都は、割と船を使った輸送を昔からやっています

よね。ですけれども、有機的に、車や、あるいは船や、それから、海外では列車を結構使
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っていますよね。そういういろんな組み合わせでということで、今後の参考にしていただ

ければと思います。 

 ほかに何かございますか。  

 東京都の計画では、一廃も産廃も両方入っているという計画は、今度初めてですかね。 

【中村計画課長】  現行計画が初めてでございます。 

【田中会長】  今のが初めて。それ以前は産廃だけが中心でしたけれども、一廃も産廃

も両方入っているというのが特徴ですね。それから、廃棄物の問題は、根本的には廃棄物

がなければいいんだというようなことから、廃棄物が出続けることが問題だという視点か

ら、リデュースとかリサイクルとかいう視点が入っている。昔は、廃棄物が増加している、

これが問題だと言っていましたけど、増加しなくても、出続けている問題はずっとあるの

で、それを適切に。 

 それから、基本的には、３Ｒの推進と適正処理の推進、この視点が中にずっと盛り込ま

れていますよね。３Ｒの推進と適正処理、そういうので、もし一方だけが入っているよう

なところがあれば、見直していただければと思いますね。例えば８ページなどで、健全な

廃棄物処理・リサイクルのビジネスということで、どうですかね、両方入っていますかね。

２段落目で、廃棄物等のリサイクルや処理は両方入っているか。廃棄物のリサイクルと適

正処理と、こういうふうにペアでずっと入れていただければと思います。 

 ９ページの目標が、「約」がどうしてかなと思ったら、今さっきの説明でちょっとわかり

ました。目標だから「約」なんか入れなくても……、これが目標だというんだから、目標

を「約」と言うのがおかしなと思ったんですよね。だけど、いろんな推定のもとが不確定

要因があって、そういう「約」で残ったものが結果的に「約」になっているんですけど、

場合によっては目標は目標であって、数字として「約」を除いたほうがきれいに見えるな

と。実際は、それよりも小さくなったり大きくなったりというので、経済の発展に伴って

出てくるツケですので、量をどこまで減らすというのが目標になるのがいいのかどうかと

いうのも議論がありますけれども、一応、埋立処分がかぎだというので、埋立処分量を減

らすというのを目標にさせているということですね。 

 何か補足ありますか。 

【中村計画課長】  先ほどもご説明しましたように、１６年度のデータでもう一度ブラ

ッシュアップしたいと思っておりますので、最終的には当然「約」は取るかなと考えてお

ります。 
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【田中会長】  とられますか。 

【中村計画課長】  思っております。 

【田中会長】  ほかにいかがでしょうか。埋め立てについては、前の審議会で廃プラス

チックを焼却不適から埋立不適物ということで、全国に大きないい影響を与えたと思いま

す。 

 海外の動向もちょっと見ますと、ドイツが去年の６月から熱削減量５％以下になったも

のしか埋め立ててはならないという規制になりましたよね。ということは、生ごみを埋め

立てることはもう許されないと。結果的には、ドイツも埋立処分場がないので、焼却した

残渣しか埋め立てられない。まだ何か利用できる、原料にできるようなものを埋め立てる

というのは、許されないということです。それから、隣の韓国も、食品廃棄物が埋立禁止

になりましたよね。 

 といったように、埋め立てに対して量を減らすといういろんな方策をそれぞれの国が努

力していますので、プラスチックは埋立不適と言いながら、禁止ではないけれども、もう

少し締めつけをするような方策も大事かもわからないですね。 

 はい、渡邉委員。 

【渡邉委員】  今、会長さんからお話があったんで、それに触発されて申し上げるんで

すが、５ページの「東京都が果たすべき役割」というところで、大東京はカナダ一国に匹

敵する経済規模だというふうにうたってあるんですが、実は、カナダを私どもの市民は、

別な勉強会でこのように評価します。カナダの中のノバスコシア州というところがあるん

ですが、いつも循環型社会というと、ドイツとかスウェーデンとか、向こうのほうの国だ

け出ますけれども、カナダのノバスコシア州というのが非常に注目されております。 

 ここでは、いわゆる分別回収の理念が徹底し、それを財政的にも市でうまくクリアして、

うまくいっているという先進国がありますので、ものの本に出てくるのはいつも北欧の国

だけなんですが、市民団体では、カナダのノバスコシア州という注目しているところがあ

りますので、ぜひ年度末予算でだれか派遣してもらっても……。ほんとうなんですよ。市

民団体で結構行っているんですよ。ですから、今、私たち、文献も持っていますので、ぜ

ひそういうような取組をしてもらいたい。カナダを経済規模だけで見るんじゃなくて、カ

ナダのあるところではすばらしく循環型社会を実現しているところがあるので、ぜひ見習

ってもらいたいと、それに行かしてほしいという話です。 

 それから、もう一ついいですか。 
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【田中会長】  はい。 

【渡邉委員】  まだ油乗らないんですけれども、実は、廃棄物審議会だから、廃棄物だ

けを審議すればいいんでしょうけれども、行政なんですよね。廃棄物行政の審議会だと思

うんで、行政にはお金はつきものなんで、お金の議論があまり出てこないのが、実は私は

非常に残念でならないと思っています。 

 例えば、２月の東京都の広報紙を見ても、７つの重点施策、２０の重点事項を都が決定

したということが高々にうたわれて、その６番目に、８６億円の予算を使った環境局関係

の予算が書いてあります。その中には、３本柱が入っているのが非常によくて、そのうち

の１つに広域的な建設廃棄物対策云々というのが出ているんですが、漏れ伝え聞くところ

によると、この８６億のうん％にも満たないような予算しかなっていないような話を聞い

ております。 

 ですから、きょう話ができなければあれですけれども、できれば、花粉症が重大な予算

だというふうになっているかしれないけれども、市民は、アスベストに代表される有害廃

棄物について、危機意識を持っております。正直言って、アスベストにだったらお金がも

っとかかっていいと思っているんですよ。ですから、そういったことが見えるような形に

してもらいたいと。 

 その意味で、私の隣の方が、きのうＮＨＫに映って、きょうから廃棄物受け入れになり

ましたと、飛散型のアスベストは受け入れになりましたというのは、あれはあれでいいん

ですけれども、そうじゃなくて、先ほどどなたか出ましたように、あそこに行くまでの輸

送コストの問題なんですよね。今、もうここのページのどこにも書いてありますけれども、

東京都はもう建物更新時期に入って、解体時期になるとうたわれている中で、ばんばん出

ています。正直言ってアスベスト特需です。アスベスト業界はもうかっています。もうか

っているし、また一方では、怖くてできない、受け入れ先があれば、その従業員が怖くて

手が出せないというふうに言っているところと、一生懸命これをやっているところがあり

ます。 

 ただその管理が、解体してから持っていくまでの間がお粗末で、解体しても、住民は、

ガードをくくってありますけれども、ここの解体がアスベストが出ているかどうだかなん

ていうのは、書かなくてよくなっているんですね。もう一度言いますね。建設解体業者何々

と書いて、何々建物解体工事とは書いてあって、パネルで全部ふたしてあるけれども、こ

こがアスベストを出しているところだというのは書かなくてもよくなっているんですね。
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でも、都民は、ほんとうに欲しがっていると。事実、私のすぐ近くでもそういうことがあ

って、今、議会で問題になろうとしております。 

 ですから、壊した後、我々にアスベストが出るとはっきり予想されるんであれば、垂れ

流しになって、不法投棄なってから騒ぐのでなくて、未然防止という観点から、環境行政

で取り組んでもらいたいなと思っていますので、ひとつその辺のところ、アスベストに光

を当ててもらいたいと。アスベストにお金がかかるんであれば、都民はある程度うんと言

うと思うので、ぜひともやってもらいたい。 

 それに関連して、ことしの３日、アスベスト４法案が国で通りました。この中には、地

方財政法においても、アスベストの対策費とかに関連しては、起債、負債を起こしても、

政府で応援するよというような立法も、新たになったように聞いております。ですから、

どうぞ、それで別なことをされては困るけれども、アスベスト関連のことについてこうい

うふうに取り組むんだよというのであれば……。地方に比べれば、東京ぐらいアスベスト

を使用したところないと思うんですよ。ですから、大きい声を出して、よその市町村より

も早く、学校にしても公共物にしても、そのほかの市民のいろんなものに対しても、アス

ベストの支援をしていくという体制をとってほしいと思います。そういうシグナルを送っ

てほしい。 

 業者に対するアスベスト対策に関しては、一部金利を安くするとかという、中小企業金

融公庫やいわゆる生活金融公庫の取組もスタートしました。どうぞ東京からも、そういっ

た目に見える取組、これは廃棄物対策課を越えて、そちらに企画調整の方もいらっしゃる

ようなので、あえてその声を大にさせていただいた次第です。よろしくお願いします。 

【田中会長】  ということで、今後の行政への参考にしていただきたいと、こういうご

意見ですので。 

 野崎委員、どうぞ。 

【野崎委員】  よろしいですか。済みません、ちょっと細かいところで何点かお教えを

いただきたいんですけれども、２２ページ、２３ページのところで、計画目標値が記載さ

れております。ここでまずお尋ねをしたいのは、２３ページのところの、発生原単位を設

定して、予測人口を乗じて家庭ごみ発生量を試算したというふうになっているんですけれ

ども、これは、発生原単位というのはどれぐらいで見ていらっしゃるんでしょうか。それ

がまず１点目でございます。 

 それと、２２年の計画目標を見てみますと、一廃のほうで見ますと、計画目標値のごみ
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排出量が、発生抑制の分を除きますと５７０万トン。それで、中に内訳が載っているわけ

ですけれども、これがちょっと私にはよくわからないんですけど、資源ごみ収集が９０万

トン、ごみ処理過程での資源化が４０万トン、熱回収で４００万トンという形になってい

るんですけれども、なおかつ、そこの部分で最終処分量が４０万トンという形になってい

るんですね。それを、１５年度の最終処分量の９１万トンと比較をしてみますと、最終処

分量がかなり少ないんですけれども、これは、どういった対応をお考えになってこういう

数値が出てきているのか、その辺ちょっとご説明をいただけますでしょうか。 

【中村計画課長】  済みません、今、原単位の具体的な数字を探しておりまして、後で

申し上げます。基本的には、ごみの発生原単位の場合は、例えば１人世帯と多くの人数で

住んでいる世帯とで、１人当たりの排出量が違っております。基本的には、世帯の人数が

少ないほど大体１人当たりの排出量は多くなる、原単位は多くなるということでございま

して、東京の場合は単身世帯が非常に多ございますので、それと、それから世帯数を勘案

したような形で、両方合わせて平均的な１人当たりの原単位をまず出すという形をとって

ございます。それに人口を乗じて家庭ごみの量を出しているという算定の仕方をしてござ

います。 

 それから、後で数字は申し上げますけど、もう一つ、４０万トンと９１万トンの関係で

ございますけれども、これは、そこに四角に囲った減量効果のところをごらんいただきた

いんですけれども、基本的には、都内の区市町村は、これまでリサイクルに非常に熱心に

取り組まれておりまして、資源ごみ収集はそれほど伸びないだろうというように、まず私

どもは考えてございます。いわば、頭を打ってきたのかなということでございます。 

 それから、もう一つは、ごみ処理過程での資源化は、溶融スラグとか、多摩地域でいい

ますとエコセメントによって資源化が進んで、埋立処分量が減ってくるという形でござい

ます。 

 それから、もう一つ、最後のところにございますのは、プラスチックにつきまして、リ

サイクルを進めるとともに、サーマルリサイクルを進めて、いわば不燃ごみの量を減らし

ていくという形の取組を、今、区市町村が頑張ってやっていただいておりますので、それ

を見込んでいるという形でございます。 

 したがいまして、現行で多くは不燃ごみとして捨てられているものの量が、大分減って

くるだろうと。それから、焼却灰につきましても、有効利用されて、かなりの部分が埋立

処分場に入っていかないだろうという想定もしてございまして、９１万トンが４０万トン
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に減るだろうという想定をしてございます。 

 数字は後でということで、申し訳ございません。 

【田中会長】  そうですか。ということで、原単位も家族の構成によって違いがあると

いう前提で、計算している。いいでしょうか。 

 はい、どうぞ。 

【野崎委員】  ごみの原単位でいきますと、私どもの市では、市民１人当たり１日排出

量６６６グラムなんです。おそらくこれは、私どもの市は２６市の中で１番か２番のはず

なんですね。 

【田中会長】  少ないんですね。 

【野崎委員】  排出量が少ないです。そういった中で、じゃあ、資源ごみの回収は、私

どもの市では、現段階でもまだ伸びています。実は、資源ごみ回収の中でも、とりわけ古

紙、古布、それからアルミという部分に、私ども実は報奨金を出しているんですけれども、

倍近く補正を組まないと対応できないというような状況になるんですね。これを出してい

るのがいいか悪いかは別にしまして、動機づけという部分では、おそらく２３区内と多摩

地域は状況が少し違うかもしれませんけれども、そういった形の中で、資源ごみの収集と

いう部分をこれから行政がどう位置づけていくのかということは、もう一度考える必要が

あるんじゃないかというふうに思っています。 

 それは、今、計画課長は伸びないというふうにおっしゃいましたけれども、多摩地域の

実態は伸びています。そういった部分で、行政の取組方の問題なんだろうというふうに思

います。確かに先ほどおっしゃいましたように、単身世帯が多いところで、それをどう周

知させて資源ごみの量をふやしていくか、それはまた難しい問題があると思います。簡単

にはできないだろうと、それは私もそう思います。ただ、そういったことだけではなくて、

行政がどうそのことに取り組んでいくのかということは、やっぱりこれからも考えていく

必要があるんじゃないかというふうに、私は思っています。 

 それと、ごみ処理過程での資源化というのは随分進んできていますから、ご説明のとお

りなのかなというふうに思ったんですけれども、ただ、前のほうのページで、多摩地域の

エコセメントの関係が出ていましたから、確かにそういった意味では、中間処理施設での

焼却という部分の灰が最終処分地に回らないという部分は、もう間違いないだろうなとい

うふうに思うんですけれども、それにしても、４００万トンを熱回収して最終処分量が４

０万トンというのは、ものすごい少ない数値だなと思ったものですから、その辺がどうい
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う形になっているのかなということだけ、ちょっとよくわからなかった。 

【中村計画課長】  補足を。 

【田中会長】  じゃあ、補足をお願いします。 

【中村計画課長】  まず原単位でございますけれども、野崎委員のおっしゃっているの

は、多分、資源を含まない原単位でございますか。そうすると、私どもの算定では、単身

世帯ですと大体７８０グラムぐらい、それから、その他の世帯ですと４４０グラムぐらい

という平均的なところで使って算出してございます。 

 それから、今の熱回収のところでございますけれども、非常に影響が大きいのは２３区

でございます。２３区は、平成２０年度までにサーマルリサイクルを導入するという方針

を、区長会のほうで決定されておりますので、その減量分はかなり見込まれるということ

でございます。 

【田中会長】  この資源ごみ収集の資源ごみというのは、集団回収による資源ごみと市

町村の分別した資源ごみと、両方入っているんですか。 

【中村計画課長】  入っております。 

 済みません、あともう一つ、野崎委員のおっしゃるように、区市町村の方々、大変な苦

労をされて、資源ごみ収集を伸ばされているというのは重々承知してございます。ただ、

資源ごみ収集の中で量的に一番影響するのは、やっぱり古紙でございます。古紙は、昔か

らかなり取組が積まれていて、さらに、量的には瓶・缶が、重量としては非常に多ござい

ます。これも、多摩地域も区部もかなり以前から熱心に取り組まれていて、取組としては

これからもやっていただけると思うんですけど、量的にはそれほど伸びないというような

意味でございます。 

【田中会長】  いいですか。 

 渡邉委員。 

【渡邉委員】  今の関連なんですけれども、今、東久留米の市長さんからは、物的な側

面からのお話がありましたが、私は、財政的な側面から同じことを提起したい。つまり、

分別回収や資源ごみの回収に熱心になればなるほど、自治体は赤字になると、お金が足り

ないんだという話とも連携して、私らは考えて、一都民としては思っております。 

 私ら都民から見ると、今、計画課長さんから、２３区の区長会で、きょうここにいるべ

き室橋さんがいないところで非常にあれなんだけれども、全部を燃やそうというふうな方

向に区長会で決めたんですよ。いわゆるプラスチックは、埋立不適だというふうにはなっ
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たけれども、さらばとて燃やすことがいいというふうには都民はだれも思っていない。し

たがって、限りなく燃やさない努力、だから、分別して、いろいろな工夫をしていっても

らいたいというのが、都民の願いでもあります。 

 これが、昨年来の、自治体の小さい焼却炉はやめにして大きい焼却炉をつくると、政府

で助成金を出しますよと。市民は怒っているわけです、お金がかかるわけですから。です

から、事務組合で大型の燃やすのをつくればいいと。一般のごみのほかに業者のごみも受

け入れられますよ、まだ余力がありますよというのが全国に始まっていくについては、市

民団体としては非常に危機意識を持っているところなんですよ。 

 ですから、もし私らの言っていることが少し誤解があるとすれば、それを取り除くＰＲ

といいますか、ぜひともしてもらいたい。つまり、プラスチックに代表されるいろんなも

のが、埋め立てがなくなるから……、要するに、ごめんなさい、この際埋立不適まではい

いんですよ。でも、燃やすことがいいというふうに市民は認めたわけじゃなくて、燃やし

ても困るという気持ちが強いということです。 

 今日、たまたま安井先生がいないからといっても、燃やすことで発生する、ダイオキシ

ンをはじめとするいろんな化学物質がある。いまだ解明のついていない化学物質が世の中

にたくさんあると。この中で、はっきりわかっていないから燃やしていいんだという話に

なったら、静かなる時限爆弾と言われるダイオキシンと同じように、３０年後、４０年後

の子供たちに、いわゆる有害物質をまき散らすことになりはしないかと、私らはそういう

ようなことを市民の勉強会で思っているものですから、申し上げた次第です。よろしくお

願いします。 

 国のリサイクル貧乏に対しても、やっぱり何らかの提案をしてほしいなと思っています。

ですから、ほんとうに環境行政でお金がかかることは全部提案してもらって、それを市民、

都民につまびらかにしてもらって、協力してもらって、サポーターになってもらうという

のが、私は市民社会の第一番目じゃないかと。廃棄物でかかるいろんな予算なんかに関し

ては、都民債を大いに活用してもらって、やってもらいたいなと思っている１人です。で

すから、借金反対じゃなくて、私は、廃棄物の対策なんかについては、いっぱい債券を発

行してでもやってもらいたいというふうな気持ちで、ここで財政の側面を申し上げました。

ここで財政のことを言う機会がなかなかないものですから。でも、何か行事やるとすれば、

必ずお金がかかるんですから、ぜひともそうしてもらいたいと思っています。 

【田中会長】  多分、野崎さんがおっしゃった、集団回収がふえて報奨金を払うことが、
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トータルで赤字というんじゃなくて、いいことだと。もしそれをやらなければ、市が集め

たり処理したり処分するから、それは集団回収でやっていただくのがプラスだと、私はこ

う思いますけれども、野崎委員、どうですか。 

【野崎委員】  今、会長がおっしゃられましたように、私どもの市民、例えば古紙にし

ろ古布にしろ瓶にしろ、収集をした場合に幾らコストがかかるのかというデータも持って

います。補助金を出したほうがよっぽど安いです。なおかつ、それがリサイクルに回って

いくということを考えれば、そのほうがはるかにメリットは大きい。これはもう、私ども

行政も承知をいたしております。ただ、いつまでも補助金を出し続けることがいいことな

のかどうか。 

 私ども、今、アルミも新聞も……、新聞は違ったかな。アルミはキロ１０円出している

んですね。ほかの市に比べると、高いと思います。おそらく倍近く高いと思います。ただ、

それでもなお収集をするよりも安い。これはもう間違いのない事実です。古布にしても古

紙にしても同様です。 

 ただ、行政が、当初動機づけで始めたものを、もう何十年も続けている。そのことがど

うなのかというのは、また議論の分かれるところなんだろうなというふうに思います。 

【田中会長】  リサイクル貧乏というのは、集団回収のリサイクルのことを一般的には

言っているのではないということを、ちょっと言いたかっただけです。 

 畑委員、何かございますか。 

【畑委員】  私どもはリサイクルの実務を預かっている団体でございますが、ここにも、

これからの廃棄物処理とリサイクルの推進というのが結びつけられているということは結

構だと思うんですが、我々としますと、なかなか実務の意見を取り上げる場がないという

のが実感でございまして、これからいろいろ効率のいいリサイクルを推進していく上で、

我々の実務にあずかっておる段階の意見も、定期的に意見交換できるような場をつくって

いただけたらと思っています。 

 特に、最近、各区に移管になりまして、各区がばらばらの動きになってきつつあります

し、それと、２３区の清掃協議会ですか、これが縮小の方向にあるというふうに聞いてお

りますが、そういう意味でも、なおさら定期的に、我々の実務をあずかる段階の意見を取

り上げるような場を、ぜひつくっていただきたいというのが私どもの意見でございます。 

【田中会長】 これは、いろんなところで連携の重要性を指摘されていますよね。という

ことで、実際の運営、計画を進める上においては、定期的にそういう意見を聞く場、意見
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交換の場をつくるということはやられると思いますけど、よろしくお願いしたいと思いま

す。 

 原山委員、いかがでしょうか、何か。 

【原山委員】  私ども、実際に仕事をやっている立場で言わせていただきますと、まず、

我々業界が今、規制強化で非常に厳しい状況にございます。優良評価制度、それから都の

報告・公表制度、そしてまた、欠格要件の厳格化ということで、目先の非常に厳しい規制

をどうやって乗り越えるかということに、今、集中的に考えていますので、この委員会で

の話し合いは、将来を見た場合に、私は非常にいいところに出席をさせていただいたとい

う感謝の思いだけで、細かいことについては、今、目先のことでいっぱいなので、失礼し

たいと思います。 

【田中会長】  ありがとうございます。 

 ほかに何かございますか。崎田委員。 

【崎田委員】  私、部会のほうでかなり細かいことを発言させていただきましたので、

もうきょうはと思っておりましたが、私、今回のことに関しては、非常に総合的な視点で、

ともにすべての主体が解決していくという点で、非常に明快な方向性を持った話し合いに

なっていると思うんですね。今後、これをもとに計画をつくっていただくときに、そうい

うことをより強調していただくと、多くの主体にその辺のメッセージがはっきり伝わるの

ではないかというふうに思っています。 

 もうちょっと詳しく言うと、例えば先ほど会長がおっしゃった発生抑制からの全体のつ

ながりとか、例えば産業廃棄物と一般廃棄物とを両方視野に入れていることとか、だれが

解決するかというときに、市民もきちんと入って、市民も事業者も、そしてコーディネー

ターとしての行政も、みんながきちんと取り組むという、そういう意味で非常に明解に、

全体が総合的な視点で連携して取り組むということが入っていると思うんです。 

 今も会長がおっしゃいましたが、そういうようなメッセージを明確に最初に打ち出して

いただくことで、やはり新たなステージに変わったという、変わろうとしているという、

その辺の時代の変わり目というか、変わり目をつくるんだということが、明解に伝わるん

じゃないかなというふうに感じています。 

 それで、実はそういう中で、今回、部会でも申し上げまして、いろいろとふやしていた

だいて大変ありがたいと思うのは、市民への環境教育とか普及啓発のところなども、普通

は区とか市が中心になるところではあるんですけれども、東京都としてもその辺を明解に
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入れていただいて、やはりそういう、市民もともにその辺の全体的な視点を持って考えて

いくんだということが、かなりはっきり出てきたと思っています。 

 あと、別な視点なんですけれども、先ほど２２ページの一般廃棄物の将来の予測量のこ

とで、廃プラスチックを２０年度に２３区のほうで燃やしていくという話に関していろい

ろご意見があったんですが、ちょっとそのことに関して、１つ情報提供というか、意見に

なるのか。 

 実は、２３区の区長会のほうで、平成２０年から廃プラスチックのサーマルリサイクル

を導入するという決定をされました。それで、それはもちろん埋立処分量をできるだけ減

らすということを重視して決定されたわけですけれども、今、２３区のさまざまな審議会

に、私もかなりな数を参加させていただいておりますけども、その中では、今、区長会が

２０年から取り組むというふうに決めたのには、それなりの理由があったと。 

 ただし、それまで各地域が何もしていかないというのは、やはりもっとリサイクルをふ

やすということもきちんと必要なので、容器包装リサイクル法上の廃プラスチックの回収

をして、マテリアルリサイクルをするということが導入できる区は、できるだけそこを導

入していくというようなことを、審議会の中で検討を始めている区が非常にふえておりま

す。ですから、そういう意味で、やるべきことはやった上で、それ以外のものに関してサ

ーマルリサイクルをしていこうという各区の審議会の流れは確実にあるということを、お

伝えしておきたいと思っております。 

 ただし、廃プラスチックというのは、かさの大きさに比べると、数字が小さいですので、

この目標計画の数字が変わるほどの数字になるかどうかというのは別ですが、ちょっと情

報提供としてお話をしておこうと思いました。よろしくお願いいたします。 

【田中会長】  はい、ありがとうございました。 

 １５ページに、「プラスチック廃棄物のリサイクルの促進」というところで、マテリアル

リサイクルに適さない場合には、清掃工場において発電や冷暖房用の熱源などにというサ

ーマルリサイクル、これは、東京都が持っている清掃工場でという意味ですか。 

【中村計画課長】  区市町村が持たれている清掃工場です。 

【田中会長】  区市町村の持っている清掃工場でということで、いわゆる容リ法で言っ

ているサーマルリサイクルというのは、分別回収してリサイクル事業者が引き取った後、

マテリアルリサイクルにするか、それ専用のセメントの熱源にしたり、ＲＤＦにして使う

と、あの話とはまた別ですよね。そうするぐらいだったら、こちらはむしろ市区が持って
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いる焼却炉で燃やしたほうがいいと、そういうメッセージという理解ですか。 

 辰巳委員。 

【辰巳委員】  私も、全体的にとてもわかりやすくなって、まず、何も細かく言うこと

は、私も部会のほうでかなり意見を出させていただいておりますので、ないんですけれど

も、やはり私もちょっと気になっていたことは、今回のこの大きな目標というか、方向が、

最終処分場に入るものの削減というところが大きな目標だったもので、この方向でこれは

もちろんよろしいんですけれども、やっぱり、通常私たちが家庭から出すごみを見たとき

に、先ほど野崎委員のほうでおっしゃったように、リサイクルできるものを抜き出すとい

う意味での、家庭から出るごみを、ごみにするかリサイクルの資源とするかというとこら

辺での視点というのが、まだもう少し必要だったかなと、今になってちょっと思っており

まして、やはり紙ごみというのは、家庭から出る中でとても多いんですね。資源回収とし

て集めている紙ごみから外れても、まだまだ紙ごみというのはたくさんありますし、だか

ら、それは、今、いろんな産業界でのリサイクルの技術というがかなり進んできておりま

すもので、どんな紙でもかなりよくリサイクルされるようにもなってきております。 

 渡邉委員がおっしゃるように、コストとの関係ではどうか、ちょっと私もまだわかりま

せんけれども、だけれども、そういう意味では、まだまだ削減の余地というのがあるし、

あるいは、都会ではかなり難しいかと思いますけれども、生ごみの削減というか、生ごみ

を分別してもっと有効に利用する、一部ちょっと入っておりますけれども、でもやっぱり

そういうふうなこともありますもので、それは今までの焼却ごみですので、今回の対象物

ではないというふうな気はしておりますもので、いいんですけれども、今後、やっぱりそ

こら辺に関してもう少し焦点を当てる格好の家庭ごみの処理の仕方というのかな、そのあ

たりに膨らんでいってほしいなというか、もう少し都民の協力も得られるというふうに思

いますもので、そんな方向性が見えるといいなとちょっと思ったんですね。済みません。 

【田中会長】  ありがとうございました。 

 はい、関連して。 

【崎田委員】  今、辰巳委員から最後のほうに、家庭ごみのリサイクルに関して生ごみ

のお話があったんですけれども、実は、部会のほうでもかなり発言はさせていただいたん

ですけれども、例えばいわゆる生ごみも含めて、木質系とか下水道汚泥とか、バイオマス

資源をこれからどれだけ有効活用していくかというのが次の話題として大変重要になるの

で、少しでも方向性が入っているとうれしいということは、かなり発言させていただいた
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んですが、まだ明確な方向性がちょっと見えないので、今回は少し入れないで、次の検討

でその辺はちゃんとやっていきたいというお話がかなり明確にあったので、私もそれは発

言をしなかったんですが、今のお話にあるように、私たちの身近な家庭系でいえば、生ご

みを、もう堆肥化とか飼料化だけではなくて、今、バイオガス化プラス焼却による熱回収

という選択肢というので、そういうのも入れながらということで、いろいろ……。 

 今、環境省の中で、生ごみ３Ｒ検討会というのが開催されておりまして、家庭系と事業

系、そして、ほかのバイオマス資源を入れて、そういう飼料化、堆肥化、その後のエネル

ギー回収化、全体を視野に入れて、全体の検討を進めて方向性を出そうという話をちょう

どやっておりまして、参加させていただいているんですけれども、ある程度こういう都市

型の中では、都市であったらこういうふうにありたいというのは、やはり東京都のほうか

ら発信してもいいと私は思いますので、ぜひ次のときなどには、この生ごみというのを少

し大きなポイントとして入れていただければ、ありがたいというふうに思っています。 

【田中会長】  はい。薗田委員。 

【薗田委員】  それに関連してなんですけれども、私も、今回のこの施策のほうは、循

環型社会に向けて、バックキャスティングの要素も入りながら、非常によくまとまってい

ると思うんですけれども、具体的に、これからしていくべきことというのはまだまだたく

さんあるかと思っております。特に、このページでいいますと、２０ページのところの「健

全な廃棄物処理・リサイクルビジネスの発展に資する施策」というところで、この次のと

ころになってくるかとは思うんですけれども、今、さまざまな、例えばベンチャーが考え

ているような技術開発であったりとか、新しい発想でごみをエネルギーに変えていこうと

か、あるいはほんとうに再生化していこうとか、そういったものがたくさん出てきていま

す。 

 ちょうど先週、実は、スウェーデンのほうのサステナビリティー省というのが最近でき

まして、環境省だけではもうサステナブルな社会はできないので、いろんな省庁をコーデ

ィネートしていこうという省庁の方が来られて、いろいろお話を聞かせていただいて、ス

ウェーデンの場合は、ある意味ローテクなんですけれども、いろんな技術開発、あるいは

社会の仕組みづくりというのを、国民と一緒になりながらうまくやっていくことによって、

さまざまなサステナブルな社会に向けて進み始めているというお話を聞いて、ちょっと逆

に思ったんですが、日本の場合は、いろんなハイテク技術が今出てきているんですけれど

も、たまたまそのスウェーデンの方と、日本のベンチャーで、今、水素の技術開発をされ
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ている、それも、例えば生ごみからいわゆるバイオマスに変えて、そこから水素を取り出

して燃料電池化という、そういった非常におもしろい技術を開発しているベンチャーの方

がお話をされていたんですけれども、逆に、日本では全然認められずに、実はそのベンチ

ャーは、ドイツで認められて初めて日本のほうで認められて、今回、農水省から補助金が

おりたというふうなお話をしていて、ただ、やっぱり日本にはすばらしい技術開発の芽が

もっと出てきていると思いますので、例えばなんですが、こちらのスーパーエコタウンの

場所でもいいですし、あるいは産学公の連携などによる新しいリサイクル方策、こういう

調査研究の中でもいいんですけれども、そういった、例えばハイテクと知恵の組み合わせ

みたいなもので、いろんなベンチャー支援みたいなものがそこの中でできるような仕組み

づくりも、今後できてくれば非常におもしろいんじゃないかなと思います。 

 やっぱり非常に注目されているのは、そのバイオマス活用というところだと思いますし、

新たなそういう知恵とか発想とかというのは、まだまだ生まれてくるんではないかなと思

いますので、これは次のステップになると思いますけれども、ぜひ入れていただければい

いかというふうに思います。 

【田中会長】  ありがとうございました。 

 小泉委員。 

【小泉委員】  ただいま大変すばらしい意見が出たと思っております。 

 それで、私、この廃棄物処理計画というのは、皆様方の熱心な議論とご協力によりまし

て、割と短期間でこういったしっかりしたものがまとまったなというふうに、大変感謝し

ております。 

 ただ、この後、こういった計画ができて、廃棄物処理計画ができた後、具体的に２２年

までの実施をどういうふうに進めていくかというのは非常に重要だと思いますし、ぜひそ

れを着実に一歩一歩進めていただきたいというのが１つの願望でございます。それから、

ただいまありました技術開発というのは、例えばリサイクルについても日進月歩だと思う

んですね。先ほど、原単位の話もありましたが、その昔、清掃研究所がありましたころに

は、そこで実態調査をしまして、当時、都立大学の時代に、共同研究でそういう実態調査

のデータを解析するようなこともできたわけです。 

 ただ、現時点では、清掃研究所という組織はなくなりまして、環境科学研究所の中に、

ほんの数人の廃棄物の研究をやられている人材が残っている程度でありまして、それも今

後大分変わっていくと、組織的にも変わっていく、そういうふうな方向でございまして、
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１５ページにあるような区市町村に対する支援といったことを、やはり都としてはこれか

らしっかりやっていかなければいけないということは、非常に重要な役割だと思いますし、

そういった支援をしていく上でも、新たな技術、区市町村をリードするような技術ストッ

ク、そういうものをぜひ都の中でできるような組織づくりといいますか、それをぜひお願

いしたいと思います。 

 この廃棄物処理計画とは直接的に関係はないとはいうものの、間接的にそういうものが

関係してくると思います。これまでは日本をリードする東京都であったと思いますし、現

在もそれは保持していると思うんですが、さらなる発展を、受け身ではなくて、やはり積

極的な形で、廃棄物に対して東京都が進めていくと。そのためには、そういった組織、先

ほど渡邉委員から財政の話も出ましたが、多少お金がかかるかもしれませんけれども、そ

ういったところには少し予算も配分して、ぜひお願いしたいというのが私の感想でござい

ます。どうぞよろしくお願いしたいと思います。 

【田中会長】  ありがとうございました。 

 渡邉委員。 

【渡邉委員】  今、小泉部会長さんからもお話が出たんで、先ほど私が舌足らずだった

部分、また、企画調整のほうにお願いしたいんですけれども、先ほど言った債券を発行し

てもいいというような、地方財政法の裏づけができたという話のほかに、民間ではエコフ

ァンドというのがございます。利回りが悪くとも、環境をよくするためだったら投資して

もいいという人がおります。そういったことを東京都の環境局でやってもらいたいと。つ

まり都民版エコファンドと、こういう意味ですね。東京都で発行するエコファンドという

ふうな感覚で、ですから、中身にどんな環境の読みというか、環境をよくするというよう

なことを描くことによって、都民が債券を買ってくれるだろうと、そういうことをぜひや

ってもらいたい。まだ全国でどこでもやっていませんから、ぜひとも何してもらいたい。

だから、廃棄物、目の前のごみの話じゃなくて、それをやるにはお金がかかるんだから、

いいことを提案する分にはお金を出すと思うので、理解を得られるような仕組みにしても

らいたいということでございます。 

 それともう一つ、お金に関してはここにレポートにされないから、あえてまた総会で言

っているんですけれども、せんだっての原油の高騰をはじめ、プラスチックやペットボト

ルも含めて、また材料が上がってきたことから、協会に出すよりも、つまり指定法人に納

めるよりも、民間のほうに売ったほうがいいということで、横浜市の中田さんが別のほう
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にするということを言ったことが、新聞に大々的に報告されています。つまり、あのまま

行くと、容リ法の、協会にものをあれする仕組みが壊れてしまうかもしれないという話が

出ております。 

 これも、総会でもう１回話題にしておかないと、抜け落ちるかなと思っているので、行

政の方々に聞いてもらいたいし、皆さんの意見も聞いてもらいたいんですけれども、環境

に熱心、リサイクルに熱心な自治体が、やればやるほど負担に悲鳴を上げるという現実を、

都民、市民はどういうふうに考えたらいいかということを、大きくクローズアップして、

問題提起してほしい。それで、事務局の原稿にどういうふうになるかわかりませんけれど

も、私は、都民は、その際に金がかかってもきちんとしたほうがいいかどうだかというこ

とについての判断を、いろいろパブコメにもあらわれてくるんじゃないかと。ですから、

私は、都民にも訴えてほしいなと思っています。 

 もう一つ、もう私あれなんで、１３ページの細田部会長代理さんが提案してくれた、プ

ラスチックの廃棄物排出事業者５原則というのがここにあります。これは、プラスチック

という言葉を外して廃棄物に置きかえても、全部妥当するものじゃないかと私は思ってお

ります。特に５原則のうち、３回も分別排出という言葉が踊っております。事ほどさよう

に廃棄物の行政の問題は、分別が肝心なんですね。最初の段階で分別がきちんとなされれ

ば、あるいはその分別の認識が進んでいけば、かなりの後からのコストが減るだろうとい

うことが考えられます。 

 ですので、これはほんとうに、細田先生がつくってくれたこの５原則の勉強会を、廃棄

物全体の話にも持っていけないかどうかなというふうに私は思っています。つまり、ここ

のキーワードは分別回収です。それで、あと何ぼお金かかるかというような部分、経済的

なインセンティブはみんな大事ですので、それをきちんと明らかにしていくということが

大事だろうと思います。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。 

【細田委員】  最後のところだけ、私からちょっといいですか。 

【田中会長】  細田委員、どうぞ。 

【細田委員】  おっしゃるとおりでありまして、この５原則は、大分いろいろ議論して

つくらせていただきました。ほんとうにこれはプラスチックのことだけじゃなくて、すべ

て当てはまる原則なんです。そのとおりなんです。 

 委託されたのはプラスチックということで、プラスチックをまずやっつけましょうと。
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まず、モデルケースを１つつくっておいて、私はほんとうこれにとどめるんじゃなくて、

一つ一つつぶしていく。次はこれをつぶすといって、さっきの２２年度になったときには

埋立量もかなり激減するということ、それをやはりやらなければいけないと私は思います。 

 渡邉委員ご指摘のとおり、実は、プラスチックは、ほんとうにまだ相当ひどい状況なん

です。それを分別することによって、実は経済的インセンティブとおっしゃいましたが、

そこもほんとうにそのとおりで、そうすることによって、費用も安くなるし、適正処理に

なるし、処理というか適正リサイクルになるという仕掛けを今、この原則に従って考える

ところなんです。それは、おっしゃるとおり、これをモデルケースとして、次のところに

布石とするということを私はやりたいと思いますし、都も、ぜひこれだけじゃなくて、進

めるということをお願いしたいと、私からも申し上げたいと思います。 

 以上です。 

【田中会長】  ありがとうございました。ここは、産業廃棄物の廃プラスチックのとこ

ろでということで検討して、その成果をここに盛り込んだということですけれども、廃プ

ラスチックのみならず、いろんな資源化物について当てはまるのではないか。産廃のみな

らず、一廃にも当てはまるのではないか。そのとおりだと思います。 

 ご発言ない方で、もし感想でもあれば、どうぞ、岡本委員。 

【岡本委員】  私は部会に出させていただいておりますので、内容については、何も申

し上げることはありません。 

 この中で、環境教育について、三つ子の魂百までと、私はその言葉が好きなんですけれ

ども、要するに、地球を大切にするとかものを大切にするということは、子供の小さいこ

ろから教え込まないと、なかなか守られないんだろうと。そういうふうな意味で、ここに

ありますように将来を担う子どもたちに、ぜひ何らかの形で環境、特に考え方とか、価値

観とか、そういうふうな面での教育をしていかなければいけないんじゃないかというふう

に思います。 

 ここにもこのように載せていただいておりますけれども、教育のほうはちょっと部署が

違うというんですか、部局が違うということですので、ぜひここでお願いしたいのは、部

署を越えて、教育の部署のほうにも働きかけて、こういうふうなことをやっていただけれ

ばと。今いろんな、高学年の社会にも入っているし、それから総合学習のところでもやら

れているようですけれども、もっと小さい、もっと低学年から、こういうふうなしつけみ

たいにして、考え方を教えていく、そういうことを働きかけていただけないかなというこ
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とをお願いいたします。 

【田中会長】  ありがとうございます。 

 野崎委員。 

【野崎委員】  済みません。先ほど、渡邉委員のほうからお話があったように、廃棄物

処理計画をつくるわけですから、私も直接は関係ないんだろうというふうには思います。

ただ、先ほど私が申し上げた最終処分量一つにしましても、こういった形に抑えていくた

めには、ごみの高度処理がどうしても必要になってくる。そのためには金がかかる。これ

はもう間違いのない事実だと思います。バイオマスにしても容リにしても、これはもう金

がかかるのは間違いないわけですね。現場でも金がかかるし。それと同時に、２３区で分

別していった後のプラスチックを処理する、じゃあ、普通の炉で燃せるかといったら燃せ

ない。バグフィルターをきちんとつけて、燃焼温度を管理して、そういったことができる

炉をつくっていかなければいけない。そのことについては、金もかかる。 

 ですから、確かに廃棄物処理計画をつくるというのが目標なんですけれども、そこには

都民が納めている税がこれだけ投入をされる、そのことはやっぱり書くべきなんではない

かな。高度処理には金がかかります、安全安心を確保するには金がかかります。それは、

やっぱりやっていっていいんじゃないかなというふうに思います。 

 それと、分別が進めば進むほど、ごみは燃えません。軟質系のプラスチックが入りませ

ん、木もリサイクルします、固形のプラスチックも、厳密な意味できちんと分別をしてい

って、リサイクルに回せるものは回します、そういう形をやっていったら、生ごみなんて

いうのは水を燃すようなものですよ。じゃあ、そのために重油を入れます、ガスの補助バ

ーナーで燃します、これだってものすごい大変な技術だろうし、金もかかる。 

 こういった事実をやっぱり都民の皆さんに知らせていかないと、行政は当たり前のこと

でやっているかもしれませんけれども、それがどんなことなのかということを都民の皆さ

んに知らして、その中で、廃棄物の処理計画はこういった形ででき上がっています、それ

はやっぱり言っていくべきなんじゃないかなというふうに私は思います。 

【田中会長】  はい、わかりました。 

 野村委員、何かございますか。 

【野村委員】  私、もう部会でやってきましたので、申すことはないんですが、ひとつ

お願いということで２点ほどございまして、建設泥土の処分について、いわゆる再利用の

話ですね。これは、建物の構造体をつくるときに必ず掘るわけですから、掘った後は必ず
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埋め戻しが発生するわけですね。 

 現状はと申しますと、いわゆるバージン材を買ったほうがうんと安いんです。リスクも

少ない。そういう中で、いかにして掘削泥土を入れて、品質的に、技術的に大丈夫である

か、そういったことをやっていきますと、やはりコストが高くなってくるんですね。 

 そうったものを、コストが高くなる部分は、これからどんどん工夫していけばよろしい

んでしょうけれども、それをいかにしてきちっと使う気になるかということですよね。官

庁工事の発注であれば、官庁工事として、その辺のきちっとした具体的な施策をとってい

ただきたい。今のところここは、確かに今回の計画書の中では戦略のところまで行きまし

た。だから、あと戦術のところで、そこを明確にしていただきたいなというふうに思いま

す。少なくとも東京都さんが発注する工事の中では、そういったことを全国的に先進的な

取組として確実にスペックに入れていただくということが、大事かなというふうに思いま

す。 

 それから、もう一つは、アスベストの件でございますけれども、先ほど渡邉委員がおっ

しゃられましたが、これは非常に皆さんの関心事でもございますし、我々処分している側

も大変な思いをしてやっております。処分場所の問題も、だんだん受け入れができなくな

ってきています。それから、東京都さんのほうは、２月１日から中防の中で受け入れを開

始されましたが、それでも、強度１０キロ以上のセメント固化をしてというふうな規制も

ございまして、それはそれで結構だと思うんですけれども、これもだんだん捨てる場所が

なくなってくる、それからコストの問題も含めて、きちっと埋め立ての場所の問題、コス

ト、それから施工、いわゆる除去の工法ですよね、そういったところも、官庁工事のとこ

ろであればきちっと明確にしていただいて、ギャランティーしていただくといいますか、

それをまず、都で発注される工事の中においては、例えばきちっと中防の中で埋めさせて

いただく、コストの流れも、まさしくコストそのものも、予算の段階から透明性をつけて、

監視できるようなところでやっていけば、不法投棄はなくなるんではないかな、不適切な

処理はなくなるんではないかなというふうに思います。 

【田中会長】  標準的なアスベストの撤去作業のマニュアルみたいなものがあるといい

という……。 

【野村委員】  マニュアルといいますか、そういったことを、例えば都の発注の中で、

発注段階からもうきちっとそれを明確にしていただきたいということですね。 

【田中会長】  標準化ですかね。 
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【野村委員】  設計して、仕様書に織り込むことですね。官庁の発注工事であれば、そ

んなことをぜひやっていただきたい。都がそれを先進的にやっていただきたいということ

です。 

【田中会長】  はい、わかりました。 

【渡邉委員】  関連です。 

【田中会長】  はい。 

【渡邉委員】  私も全く同感でありまして、具体的に言うともう一歩……、さっき野村

委員ですよね、遠慮してしゃべっていると思うんですよね。ですから、私、業者の立場で

といいますか、これ、ほんとうは都民の立場なんですけれども、申し上げますと、例えば、

解体工事を頼むとか何かとする場合、本来の作業の分と、アスベストの除去なんかするの

にかかる費用の分は、別枠にしてでもきちんと確保してくれということなんですよね。 

 ものを頼むとき、安ければいいというんで、オール込みでいくらだとすれば、それだけ

の入札がかかりますから、アスベストの困難性をよく認識して、作業でどのくらい、これ

ぐらいならどのぐらい材料がかかるとか、工賃がどのくらいかかるとか、輸送でどのぐら

いかかるかということを、どこに持っていくから、何キロメートルあるからいくらだよと

いうことを、ひもつきで、入札、あるいはそれを審議をする段階で明らかにした契約にし

て、そして、それをきちんと守らせる仕組みにしてくれと。そうでないと、一般の場合、

「ああ、うちは何でもやりますよ」と。 

 私がアスベスト特需と言ったのは、皮肉も含めているんですよ。要するに、どんどん処

理すれば金になるわということの意味が入っているんですよ。これが、一たん露見し、不

法な場所に行かれてから、廃棄物対策課が騒ぐんですか。これはおかしいですよ。 

 ですから、予防にお金をかけたってだれも言わないですから、こんなに大変だというの

もわかっているんですから、ぜひに発注する際にひもつきでわかるように、これが東京方

式だと、注文するとき、何が何ぼかかるからこれですよと、本来の工事分はこれですよと

いうのがわかるように明示してやってこそ、環境局の意見の入った、対策課の意見の入っ

た東京都方式になるんじゃないかと思うんです。これこそ、まさしく東京都発信方式だと

思うんですよ。ぜひにやってもらいたいなと思っています。 

【田中会長】  ということで、アスベストの除去を……。 

【辰巳委員】  追加の話です。 

【田中会長】  関連して。 
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【辰巳委員】  はい、関連して。５ページの「循環型社会において実現すべき社会規範」

のところなんですけれども、細かく黒丸を分けてくださった中の２つ目あたりなんですけ

れども、「製品を消費する者は、廃棄物等をできるだけ発生させない製品を進んで選択す

る」、この中に、今おっしゃった話というのは入り込む話だというふうに思っておりますが、

製品という単語にした場合には、普通の人のイメージとしては、でき上がったものを買う

というふうなイメージになりがちで、今のような発注工事なんかのことも、私はここに当

然含まれているというふうに理解はしているんですけれども、例えば埋め戻し材の話とか

も含めて、製品という単語をもう少し膨らませていただけたらいいかなと、今、ちょっと

思ったわけなんです。だから、そういう発注工事までイメージできるような内容に。いか

がでございましょうか。 

 一般的には、製品の中には、サービスのようなものも含まれにくいですよね。というこ

とで、もう少し広く理解できるような単語になれば、野村さんが遠慮がちにおっしゃって

いたお話なんかも、この「製品を消費する者」の中に、個人の消費者だけではないという

のはこの前確認をとらせていただいておりますもので、企業もそうだし、自治体もそうで

すから、そういう意味ではもう少し見えるというか、具体的なイメージができるような文

章になるほうがいいなというふうに思いましたもので、一つ提案です。 

【田中会長】  はい、わかりました。 

【辰巳委員】  それから、もう一つついでに、ちょっと関係ない話でもよろしいですか。 

【田中会長】  はい。 

【辰巳委員】  感想なんですけれども、文章の中に、非常にたくさん「信頼性」という

単語が出てきたり、「評価される」という単語が出てきたりというのが、ちょっとあちらこ

ちらにありますもので、これを今度はどういうふうに具体的にしていくかというのは、次

のところの問題かというふうに思うんですけれども、この単語は非常にキーワードだなと

いうふうに、自分自身としては印象深く受けとっておりますので、それは感想として申し

上げます。 

【田中会長】  わかりました。じゃあ、感想を、野口委員と中田委員に一言ずつお願い

できますか。 

【野口委員】  はい、ありがとうございます。ずっと部会に参加させていただいて、廃

棄物処理計画って、行政のほうの感覚からいうと、随分と後ろ向きの小さいものだったの

が、変わってきたんだなというのが大きな印象で、そういう意味からすると、今回の中間
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のまとめ案というのは、大変広い視野に立って、前向きの言葉がたくさん入って、すばら

しいものになったと思うんです。 

 それと同時に、やっぱり最終的には残る不適正処理の話というのが、実は、すごく努力

はされているところではありながら、まだ工夫のしがいの残っているところでもあるかな

と思っておりまして、先ほど来から、部局間の協働というか、協力体制が必要だという話

があったんですけど、一つ、一般廃棄物とそれから産業廃棄物ではない建設廃棄物は、産

業部局だけではなくて建設部局もかかわってくる問題で、いろいろな自治体に伺っている

と、立入調査の問題だったり、情報の共有の問題だったり、まだまだ改善をすべきという

か、努力をしていかなければならない点が多いと。早期に摘発するために、どういう調査

体制で臨むのかというのが、実際の現場ではまだ悩ましい問題が多いと伺うところでもあ

りますので、これは計画の次のステップになると思うんですが、そういうところもこれか

ら東京スタイルというか、東京モデルを提示していかれるといいなという感想でございま

す。 

【田中会長】  はい。中田委員、何かありますか。 

【中田委員】  計画部会に参加してきまして、すごいなと思っていたんですけれども、

プラスチックの廃棄物とかリサイクルについて、勉強不足で、私自身まだわかっていない

ところが多いんですね。それで、ちょっと聞いた話なんですけど、環境省と経済産業省が

言っているプラスチックのリサイクルの言葉は違うよだとか、ちょっとわからないところ

があるんです。 

 一般の都民の、ほんとうに素朴な都民の立場として、これから例えばプラスチックを燃

やしてもいいんですよというときに、ダイオキシンが発生しちゃうんじゃないのとか、い

ろんな心配する声は出てくると思うんですけれども、そういった技術的なものが変わって

リサイクルの方法も変わっていくとか、収集の方法も変わっていく中で、ただ単純に分別

をこういうふうにしてくださいねと言うんじゃなくて、どうしてなのと思う人が見てわか

るような……。私はインターネットが好きなんですけど、ホームページで見ていけばそれ

がわかるように、東京都としてというのと、市区町村と協力してという両方が、インター

ネットを見てわかるようにしていただけたらなと思うんですね。 

【田中会長】  都としての説明責任というか、わかりやすく都民の人……。 

【中田委員】  そうですね、単純に「あ、分別はこうすればいいの」と思う人もいれば、

「どうしてなの」と思ったときに、それがわかるように。廃棄物に関して、都民が興味を
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持ってもらえるように、あ、すごいな、おもしろいなと思ってもらえる、あるいは、費用

がどういうふうになっているのかなと、興味を持ってもらえるようなものを、市区町村と

協力してつくっていただきたいなと思います。 

 あと、計画部会のときにちょっと聞けばよかったんですけれども、３６ページに建設泥

土の写真が出ていまして、私、建設業というのが全然わからないもので、その中に、残土

処分場等で、「近隣県の山林に保管と称して大量に」と出ているんですけれども、これは、

私有地の山林に建設泥土を置いているという状態なんですか。山林を愛していますので、

ちょっとそこだけ教えてください。 

【田中会長】  ３６ページの上の最終処分の下、３つの箱の、これはどういう意味なん

ですかね。これは、問題として書かれているような内容ですね。残土の保管と称して大量

に堆積している、これは現在の状況……。はい、齊藤さん。 

【齊藤産業廃棄物対策課長】  ここの残土処分場に、今、どういう形でというお話がご

ざいましたけど、これは、非常に問題があるんですけれども、残土と称して不適正に堆積

されているという事例が結構ある、そういう点を指摘したものです。都としては、今後、

これをできるだけ多く再生利用の方にシフトしていきたいと考えています。 

【田中会長】  という望ましくない状態を書いているんですね。 

【渡邉委員】  関連です。 

【田中会長】  渡邉委員。 

【渡邉委員】  今の話は、まさしく廃棄物処理法の廃棄物の定義がはっきりしていない

からなんですよ。はた目に見ると廃棄物だ、一方では、これはこれから利用するんだ、だ

から資源だというふうに言ったときに、なかなか境界線がつかないし、行政当局も二の足

を踏む場合が多い。 

 ６ページの、四角に囲って、東京都が自らも先駆的に取り組むというふうに宣言してい

る項目の中に、廃棄物の定義についても積極的に考えようと言ってくれているのが、非常

にありがたく思っていますので、期待しております。 

 実は、７ページの真ん中ころに、企業の社会的責任（ＣＳＲ）ということを、今回はう

たってくれました。今まで何でなかったのかなと見てみたら、前回のプラスチックの何に

は、後ろのほうの用語解説のところにＣＳＲが出ていましたけれども、今回、本文に出た

というのは非常にいいことだと思っています。 

 ところで、ＣＳＲは社会的責任と言いますけれども、私は、社会的信頼性というふうに
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考えています。ＪＲＩのゴトウ先生なんかも同じような考え方ですけれども、社会から信

頼されることをやろうというふうな発想ですので、そちらのほうに力点を置いた考え方に

なっていくと非常にいいかなというふうに思っています。 

 そういう観点から見ると、実は、先ほど来何回も出ている２２ページの処分量の目標値

の数字のことでありますが、いつもアバウトでなると。実は、計画課のほうはいろいろ努

力してくれているので、一番向こうの企画調整の方にお願いしたいんですが、環境局の統

計が一番なっていないと環境省自身も認めています。環境統計。もう１回言うよ。環境行

政における環境統計のデータが、正確でない、あるいは遅いために、行政に役立っていな

いということの批判が、市民の間で大きくなっております。環境省のブリーフィングなん

かでも、環境省の中堅幹部の方との意見する場合でも、認めています。だから、国の段階

でも情報が足りないんですよね。 

 おそらく、自治体でも限られた人数だから、いろんな作業をやっていくのに足りないん

だと思うんですが、環境統計、環境の実態の数値をできるだけ正確に都民、市民に教えて

もらいたい。そして、それをつまびらかに情報公開し、そして、何が問題だかを記述して、

市民から問題提起、それから、これからやっていこうということについて支持を得られる

ように、環境局のサポーターに都民が全員なってもらえるような仕組みになってもらいた

い。それには、数字がしっかりしないとだめです。 

 だから、１２年の数字と比べてどうなんて話は、一昔前の話をしているようなものです

からね。統計には２つあって、正確な数値の後からわかるものと、速報値というのもある

と思うんですよね。よその省庁でやっているじゃないですか。今、農林省では、ほんとう

は統計充実にしておったんですが、今度は食糧事務所がなくなったんで、統計は少し下が

ると思いますけれども、環境省はこれからの官庁ですから、ぜひとも統計にも予算をつけ

る、そういう専門を張りつけにして、統計をウォッチングするというような体制を、ぜひ

ともつくってもらいたいなと。よろしく。 

【田中会長】  これは行政に物を申す場じゃなくて、廃棄物処理計画をつくるための諮

問に対する案についてのご意見をいただく場ですので、直接答えなくてもいいと思うんで

すけれども、一応、今後の行政の参考にしていただくという位置づけでいいと思いますが、

いいでしょうか。 

【渡邉委員】  結構です。 

【田中会長】  小泉委員、何か。 
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【小泉委員】  私も、統計をちょっと専門にやっているものですから、渡邉委員のおっ

しゃることもよく理解していますが、なかなかそういったものをクリアにするのに、非常

に分散しているものですから、大変だなという実態はよく理解しております。 

 そのお話と、それから、先ほど、辰巳委員のお話、あるいは野村委員のお話にちょっと

戻って恐縮なんですが、５ページに製品の話もあったんですが、先ほどの野村委員のお話

を私なりに解釈すると、この５ページの社会規範に書いてある６つのポツがあって、５番

目と６番目ですね、特に「環境に与える負荷や有害物質等によるリスクが最小限に抑えら

れた適正な処理を行うことが重視されている」と、それから、「リサイクルや適正処理のた

めに必要な費用は、生産者や廃棄物の排出者が、公平かつ公正に負担するルールが確立し

ている」。こういった基本理念がこの計画で打ち出され、かつそれが実施に移れば、先ほど

のような問題は消えていくというふうに思いますし、先ほど来、私、最初申し上げたよう

に、こういった計画をどうやって実現させていくのか、これは非常に重要なことだと思っ

ております。ぜひその辺よろしくお願いしたいと思っております。 

【田中会長】  大体予定の時間になりましたので、まとめたいと思いますが、今、小泉

委員がまとめていただきましたように、ご意見いただいたものを、この案を修正しなくち

ゃならないというほどでもないように承りましたけれども、趣旨はここで聞いていただい

ておりますので、それを反映して、計画につくっていただければと思いますし、それから、

これからパブリックコメントを求めますよね。そういう段階でも広く意見をいただきます

ので、それをもとにして最終案をつくるということになろうかと思います。 

 ということで、「中間のまとめ（案）」に対する修正ということは特にしなくて、今後の

東京都の施策を進めていく上での貴重な提言として受け取ってもらいたいと思います。部

会からの報告のあった「中間のまとめ（案）」を、本審議会の案をとった「中間のまとめ」

としてよろしいでしょうか。 

〔「異議なし」という声あり〕 

【田中会長】  ありがとうございました。それでは、部会報告の「中間のまとめ（案）」

を、本審議会として「中間のまとめ」とします。 

 また、「中間のまとめ」につきましては、広く意見を募集し、今後の審議に反映させてい

きたいと考えますが、ご異議ございませんでしょうか。 

〔「異議なし」という声あり〕 

【田中会長】  ありがとうございました。 
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 それでは、この「中間まとめ」については、広く意見を募り、最終答申に向けた審議に

反映させていきたいと思います。 

 それでは、ほぼ時間になりましたので、事務局から何か連絡事項がございましたら、お

願いします。 

【中村計画課長】  ご連絡申し上げます。ただいま、会長からお話がございましたよう

に、「中間のまとめ」につきまして、意見の募集をいたします。本日から３月３１日まで、

ご意見を募集していく予定でございます。その後、年度を明けまして、今、私どもで考え

ているのは、５月ぐらいにもう一度計画部会を開催していただきまして、寄せられたご意

見、あるいはきょうのご意見も踏まえまして、審議の参考にしていただければというふう

に考えております。 

 また、次回の審議会でございますけれども、夏ごろに最終答申についての審議をお願い

したいというように考えております。 

 以上でございます。 

【田中会長】  はい。では、そのように進めていただきたいと思います。 

 これをもちまして、本日の議事は終了いたしましたけれども、最後に、本日は大環境

局長がご出席されていますので、一言いただきたいと思います。 

【大環境局長】  環境局長の大でございます。お許しをいただきまして、一言御礼

のごあいさつを申し上げます。 

 田中会長をはじめ委員の皆様方には、昨年７月の諮問以来、さまざまな角度から熱心に

ご審議をいただきまして、まことにありがとうございます。また、小泉部会長におかれま

しては、計画部会におきまして、とりまとめをいただくなど、多大なご尽力を賜り、重ね

て御礼申し上げます。 

 東京都におきましては、これまで有害廃棄物の処理や、不法投棄の問題が長い間の懸案

として残されてまいりました。こうした中で、廃棄物処理計画改定のご審議をいただいて

いるところでございますが、今年度から着手可能なものにつきましては、昨年１１月、今

後の産業廃棄物対策として、当面直ちに取り組むべき方針を定めたところでございます。 

 本日、おまとめをいただきました「中間のまとめ」にも、この方針を含め、今後、都が

定めるべき施策をお示ししていただいております。大変ありがとうございます。 

 私どもは、「中間のまとめ」にございますように、新たな廃棄物処理計画に基づき、今後、

循環型社会への形成に向けた先駆的な取組を東京から発信していく所存でございます。委
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員の皆様におかれましては、パブリックコメントの募集を経て、引き続き最終答申に向け

てご審議をお願いいたすこととなりますが、どうぞよろしくお願い申し上げます。本日は

ありがとうございました。 

【田中会長】  どうもありがとうございました。 

 これをもちまして、第９回東京都廃棄物審議会を閉会いたします。本日はどうもありが

とうございました。 

―― 了 ―― 

 


