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１ これまでの東京都の施策と今後の課題 

 

(1) 現行計画策定後の動き 

東京都は、平成１４年１月、当審議会の答申を踏まえて、「東京都廃棄物処理計

画」を策定した。その後、計画に定められた施策は、着実に進展してきている。 

これまで東京都は、発生抑制、リユース、リサイクル※1を推進し、適正処理を徹

底するため、新たな社会的仕組みの構築を進めてきた。東京独自の仕組みとして、

関係事業者団体や区市町村と連携して、家庭系パソコンや在宅医療廃棄物の回収な

ど新たな仕組みを構築し、また、今般の容器包装リサイクル法の改正では、区市町

村とともに事業者による発生抑制の取組を推進する新たな制度などを国に提案し、

その実現を求めてきた。また、産業廃棄物の排出事業者に適正処理のための取組状

況について、処理業者には処理の状況について報告を求め、公表する制度を新たに

導入するなど、産業廃棄物の不法投棄問題の解決にも取り組んできた。 

さらには、東京都内で排出された産業廃棄物の都内処理率の向上に向けて、東京

臨海部の都有地において、民間事業者等が主体となり、先進的な廃棄物処理・リサ

イクル施設の整備を進めるスーパーエコタウン事業を推進してきた。 

 

一般廃棄物を所管する区市町村においても、それぞれの地域で、発生抑制やリサ

イクルに積極的な取組がなされてきた。 

ごみの減量に関する都民の意識が高まり、ＮＰＯなどによる地域での発生抑制、

リユース、リサイクルの取組が活発になってきたほか、環境報告書を作成する事業

者も増えてきている。 

国においては、建設リサイクル法及び自動車リサイクル法が施行されるなど、循

環型社会の形成を推進する法体系が整えられ、また、数度にわたる廃棄物処理法の

改正によって産業廃棄物に係る規制が強化されてきた。 

このように、東京都廃棄物処理計画の掲げた「循環型社会への変革」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。 

 

                         
※1 廃棄物等の発生抑制（リデュース：Reduce，原材料を効率的に製品を長期間使用する等により廃棄物になる

量を抑制すること）、リユース（Reuse，繰り返し使用すること）、リサイクル（Recycle，資源として再び利用

すること）を総称して“３Ｒ”（スリーアール）という。 
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(2) 東京都の廃棄物行政の主要課題 

現行の東京都廃棄物処理計画は平成１７年度で計画期間を終了する。新たな廃棄

物処理計画では、これまでの成果を踏まえつつ、平成１８年度から２２年度までの

５年間の計画期間中に展開していくべき施策を計画化することになる。その際、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なことはもちろん

であるが、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。 

それらを踏まえて、新たな計画において、重点的に取り組むべき課題は、以下の

６つである。 

課題１ 依然として廃棄物を大量に発生させている社会 

これまで、リサイクルの推進という点では、容器包装廃棄物や建設廃棄物などで

成果が現れてきているが、発生抑制には大きな前進は見られない。私たちの社会は、

依然として大量の廃棄物等※1を発生させている。 

将来の東京の姿を考えると、都内の人口は、引き続き増加傾向にあり、より一層

の高齢化の進行が見込まれている。また、都内の経済動向については、景気が回復

基調にあり、今後の都内成長率は、プラス成長が見込まれる。さらには、今後建築

物の多くが更新期を迎えることになる。これら東京の将来像を踏まえると、都内の

廃棄物等の発生量は増加していくと予測される。 

持続可能な社会を実現していくためには、中長期的に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

年間の施策を進めていく必要がある。 

課題２ 埋立処分に依存しているプラスチック廃棄物 

平成１６年５月の当審議会答申は、プラスチック廃棄物は貴重な資源であり「埋

立不適物」であるとの方向を示した。答申を受けて、様々な検討や取組が進められ

てきているが、依然として、一般廃棄物、産業廃棄物ともに、プラスチック廃棄物

の多くが埋立処分されている。また、国際的な資源循環の動きが活発化する中で、

使用済みプラスチック類の海外への輸出も増加しているが、適正な再生利用がなさ

れていないおそれも指摘されている。 

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、埋立処分量をゼロに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。 

                         
※1 循環型社会形成推進基本法でいう「廃棄物等」のことで、廃棄物のほか廃棄物ではないが廃棄した者にとっ

て不要となった物を含む概念。 
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課題３ 有効活用されていない大量の建設泥土 

シールド工法によるトンネル工事や杭基礎工事等から、大量の建設泥土（建設汚

泥）が発生している。建設リサイクル法の施行に伴って、がれき類や木くずの再生

利用は拡大してきているが、依然として、建設泥土（建設汚泥）は、その多くが埋

立処分されている実態にある。都内から排出された産業廃棄物の 終処分量のうち、

約５割以上（８５万トン）は建設泥土である。 

今後計画期間の５年間において、 終処分量の大幅な削減を目指して、建設工事

における土砂の代替材等としての建設泥土の有効活用を進めていく必要がある。 

課題４ 後を絶たない廃棄物の不適正処理 

依然として東京で排出された産業廃棄物が不法投棄される実態があり、廃棄物の

不適正処理の問題は解決していない。特に、ここ数年、不法投棄された産業廃棄物

の総量は減少傾向にあるものの、不法投棄の件数は横ばいであり、小規模化してい

る。 

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。 

課題５ 徹底すべき有害廃棄物等の適正処理 

これま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。 

飛散性アスベスト廃棄物、感染性廃棄物、ＰＣＢ廃棄物などについて、都内処理

を進めるとともに、適正な処理が確実に行われるよう、必要な監視指導等を行って

いく必要がある。 

早期に、これらの有害廃棄物の都内処理体制の構築を図るとともに、その他の産

業廃棄物についても、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。 

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 

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は、その処理に関わる

廃棄物・リサイクル関連ビジネスが、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不可欠である。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５年間の施策を進めていく必要がある。 
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２ 計画改定に当たっての基本的考え方 

 

(1) 新たな計画の基本理念「循環型社会への変革」 

前章で述べたように、東京都は循環型社会を目指して、様々な施策を着実に進展

させてきたが、循環型社会への変革を達成するまでの道程はなお遠い。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。 

なお、この計画は、廃棄物処理法に基づく都道府県廃棄物処理計画としての位置

付けだけでなく、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

格を合わせ持つものとして策定されるべきである。 

 

 (2) 目指すべき循環型社会の姿 

私たちは、日々新たな製品やサービスを産み出し、そこに付加価値を創出させ、

豊かな社会の実現を目指し歩んできた。しかし、その反面、地球の温暖化や天然資

源の枯渇、貴重な自然環境の喪失などの問題を引き起こしてきている。私たちが物

質的な豊かさのみを追求していけば、やがては、美しい国土の恵みや地球上に住む

生物の営みからもたらされる豊かさを、永久に失ってしまうことになりかねない。 

私たちの社会が持続可能な発展を遂げていくためには、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である。

しかし、さらに重要なのは、私たち一人ひとりが物質的な豊かさよりも、自然を慈

しみ、地球を愛する心の豊かさを大切にしていくことである。私たちは、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。 

 

【循環型社会の在り方】 

私たちが目指すべき循環型社会とは、以下に示すとおり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る。 

・ 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。廃棄物等の発生を抑制する取組が進み、経済性と

環境への負荷とを勘案した上で望ましいリユースやリサイクルの取組が一層
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推進されている。その結果、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。 

・ 不要となって排出された廃棄物については、可能な限り埋立処分量が削減され

ている。また、処理の過程における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。その結果、環境に与える負荷や有害物質等によるリ

スクが 小限に抑えられた安全で安心できる住み良い生活環境が保たれてい

る。 

【循環型社会において実現すべき社会規範】 

循環型社会においては、以下に示す意識や行動が、社会における規範として定着

している必要がある。 

・ 物を大切にするという考え方が広く共有されている。 

・ 製造・流通事業者は、できるだけ廃棄物等を生じさせない製品を設計、提供する

とともに、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。 

・ 製品、サービスの選択や工事の発注等に際してはを消費する者は、廃棄物等を

できるだけ発生させない製品等を進んで選択する。 

・ 廃棄物等のリサイクルの過程が、製品の製造・流通・消費と一体の過程として

とらえられている。 

・ リサイクルや適正処理を含む、製品の一連のライフサイクルにおいて、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、市場において評

価されている。 

・ 環境に与える負荷や有害物質等によるリスクが 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。 

・ 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。 

・ 環境情報が適切に提供され、信頼されている。 

 

(3) 東京都が果たすべき役割 

東京都は、以上に述べたような目指すべき循環型社会への道筋を見据えて、新た

な廃棄物処理計画の策定を進めていくべきである。 
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大都市東京は、カナダ一国に匹敵する経済規模を持ち、かつ東京の産業は、他県

や海外と物資、エネルギー、サービスなどの面において密接な相互依存関係にある。

東京から、積極的に持続可能な社会実現に向けた施策を展開することは、東京都域

のみならず他の地域に大きな波及効果を生じさせることになる。 

東京都環境基本計画においては、「健康で安全な環境の確保と持続可能な社会へ

の変革を、東京から発信する」を基本理念に、より広域的、地球的規模での環境問

題に対して、先駆的な取組を開始すべき責務があるとしている。個別分野の計画で

ある東京都廃棄物処理計画においても、この東京都環境基本計画の理念を踏まえ、

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。 

東京都は、自らも先駆的に取り組みながら、広域の地方公共団体として強いリー

ダーシップを発揮し、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。 

 

 

○ 都民、ＮＰＯ、産業界等と連携して、日常生活や産業活動のスタイルを見直

し、社会全体の意識を変革させていく。 

○ 区市町村が推進する一般廃棄物の減量やリサイクルの推進施策や首都圏自治

体の取組と相互に協力・連携していく。 

○ 都民、事業者等に対して、必要な情報提供を行うほか、課題解決に向けた問

題提起を行い、各主体が廃棄物等の減量や適正処理に対する関心を高め、自

らの問題として積極的な行動に取り組むよう促していく。 

○ 廃棄物等の発生抑制、リユース及びリサイクルを進め、適正処理を徹底して

いく新たな社会的仕組みを構築していくために、関係各主体間のコーディネ

ーターとしての役割を担っていく。 

○ 現行の法体系における問題を検証し、循環利用の推進という観点に立った廃

棄物の定義・区分の在り方や、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積極的に検討し、国に提案していく。 
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３ 施策の目指すべき方向 

 
新たな計画では、「循環型社会への変革」を実現するために、「発生抑制・リサイ

クル（省資源化）の促進」「廃棄物処理・リサイクルに係る環境リスクの軽減」「健

全な廃棄物処理・リサイクルビジネスの発展」の３つを施策の柱として定め、以下

に示す目指すべき方向性を踏まえて、各施策を推進していくべきである。 

 

(1) 発生抑制・リサイクル（省資源化）の促進

【発生抑制・リサイクルに係る都民、事業者等の社会的責任の徹底】 

都民、事業者等に対して、廃棄物等の発生抑制やリユース、リサイクルに努めて

いくことが、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。 

特に今後はほか、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や建

設泥土、バイオマス資源などの、有効活用できるものの発生抑制やリユース、リサ

イクルを積極的に推進していくことが重要である。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。 

 

都民も事業者も、自らの生活や事業活動に伴って生じる廃棄物について、排出者

としての責任を負うべきである。特に、近年、企業の社会的責任（ＣＳＲ）が強く

求められていることから、自ら排出する廃棄物等の発生抑制、リユース及びリサイ

クルに要する費用について、事業者が適切な負担をしていくよう徹底すべきである。

また、製造事業者に対しては、製品の構造をできるだけ廃棄物等を発生させないも

のにするなど環境に配慮した製品の開発や提供を一層促していくべきである。さら

には、製品や廃棄物等を発生させる事業やサービス等を発注・購入する都民、事業

者に対しては、廃棄物の発生量が抑制された、できるだけ環境に配慮したもの事業

やサービスを選択するよう促していくべきである。 

 

【事業者の自発的取組を促進する仕組みづくり】 

廃棄物等の発生抑制、リユース及びリサイクルを推進していくことが、事業者に

とって市場において競争上優位となる仕組みの実現を図り、事業者の自発的取組を

促していくべきである。 
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(2) 廃棄物処理・リサイクルに係る環境リスクの軽減

【廃棄物の適正処理に向けた都民、事業者等の社会的責任の徹底】 

都民、事業者等に対して、生活環境の保全上支障無く廃棄物が適正に処理される

よう 大限の配慮をすることは、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。 

廃棄物を排出する事業者が、その処理を委託する場合、低廉な委託費用によって

不適正処理を招くことのないよう、処理に必要な費用を確実に負担していくよう徹

底していくべきである。 

【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】 

廃棄物の排出から、リサイクル又は 終処分されるまでの間における廃棄物の処

理の流れを明らかにし、処理の不透明性を解消させていくべきである。特に、有害

性の高い廃棄物等については、不適正に処理された場合、生活環境の保全上重大な

支障が生じる恐れがあることから、廃棄物を追跡管理する仕組みを普及させ、一連

の処理の流れを一層透明化させていくべきである。 

【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】 

都内から排出された有害廃棄物の約６割は他県で処理されてきたが、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。とりわけ飛散性

アスベスト廃棄物や感染性廃棄物、ＰＣＢ廃棄物の処理体制を早期に確立すべきで

ある。 

産業廃棄物は都県域をまたがって処理されているため、不法投棄の撲滅に向け、

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である。 

 

(3) 健全な廃棄物処理・リサイクルビジネスの発展

 

廃棄物等のリサイクルや処理を行う事業者は、循環型社会を実現していく原動力

として大きな役割が期待される。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である。 

廃棄物等のリサイクルや処理に関連した事業を行う者は、多くの業種に及んでい

る。また、廃棄物の減量や適正処理に対する排出者の意識が高まりをみせ、廃棄物

処理を新たなビジネスチャンスとしようと考える事業者も増えつつある。 
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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、

総体としてより信頼性が高く、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、誘導していくべきである。 
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４ 計画の目指すべき目標 

 
計画においては、前章で述べた施策の目指すべき方向を踏まえ、計画期間が終了

する平成２２年度までに達成すべき目標を掲げていかなければならない。 

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 終処分量

及び産業廃棄物の 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。 

 

 

 

 

 

 

【目標値】 最終処分量（試算） 

平成１２年度から半減を目指す。 

 

区 分 
平成１２年度 

（実績） 

平成２２年度 

（計画目標） 

一般廃棄物 ９９万トン 約４０万トン 

産業廃棄物 ２３２万トン 約１２０万トン 

合  計 ３３１万トン 約１６０万トン 

 
 

（注）平成２２年度の値は試算値であり、今後、平成１６年度の排出量の実績等も加味した上

で、発生抑制やリサイクルの見込みを含め、目標値を再精査する。  

【計画期間中の目標】 

 

貴重な埋立空間を有効活用していくため、最終処分量を削減する。
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図 新たな計画における施策の目指すべき方向と計画期間中の目標 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

現行計画以前 

現行の東京都

廃棄物処理計画

【成果】 

○発生抑制、リサ

イクル、適正処

理の新たな仕組

みの構築 

○都内処理率の向

上に向けスーパ

ーエコタウン事業

の推進 

など 

新たな東京都

廃棄物処理計画

 

 

循環型社会
 

 

○廃棄物等の発生抑

制、リユース及びリサイ

クルを推進し、天然資

源の消費量と廃棄物

の排出量を抑制 

○廃棄物の処理過程に

おいて、環境リスクを

最小限に抑え、安全・

安心で住み良い生活

環境が実現 

  

 

【新たな東京都廃棄物処理計画の３つの施策の柱】 

次の 

ステージへ 

施策の目指

すべき方向

健全な廃棄物処

理・リサイクル

ビジネスの発展

発生抑制・リサイ

クル(省資源化)

の促進 
廃棄物処理・リサ

イクルに係る環

境リスクの軽減

平成 13 → 17 18  →  22 

【
計
画
期
間
中
の
目
標
】

最
終
処
分
量
の
削
減

【
６
つ
の
主
要
課
題
】

(年度)
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５ 計画に定めるべき主要施策 

 

「発生抑制・リサイクル（省資源化）の促進」「廃棄物処理・リサイクルに係る

環境リスクの軽減」「健全な廃棄物処理・リサイクルビジネスの発展」の３つの施

策の柱ごとに、新たな計画に規定すべき主な施策を以下に掲げる。 

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とがあるが、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計画の中で明確に示すべきである。 

 

 

(1) 発生抑制・リサイクル（省資源化）の促進を図るための施策 

 

ア 発生抑制の促進 

【容器包装廃棄物の発生抑制の促進】 

レジ袋などの容器包装の使用量の削減やリターナブル容器の利用等の取組を進

めていくためには、事業者の取組を促すための法的な枠組みが必要である。このた

め、都・区市町村は連携して、容器包装リサイクル法の改正に向けた制度提案を行

ってきた。その提案を踏まえ、事業者が容器包装廃棄物の排出抑制促進のために取

り組むべき事項を省令で定めること、容器包装廃棄物を多量に利用する事業者に使

用量等の報告を義務付けることについて、改正容器包装リサイクル法に盛り込まれ

たところである。改正法は、役割分担や費用負担の見直しについては不十分なもの

であるが、事業者による廃棄物の発生抑制の取組を促進する仕組みをスタートさせ

るという点については、一定の評価ができるものであると考える。国の審議会にお

いては、国が容器包装を利用する事業者に対して発生抑制等に係る指針を策定し、

取組状況を国において定期的にフォローアップしていくほか、対策が不十分な事業

者に対しては勧告等を行う仕組みの導入が有効であるとの、取りまとめがなされた。 

東京都は、今後も、区市町村との連携を強化しながら、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。 

法令に基づく取組以外にも、八都県市で取り組んでいる「容器包装ダイエット宣

言」におけるロゴマークの表示など、事業者による発生抑制の取組を促すための広

域的仕組みづくりに積極的に関与していくべきである。また、３Ｒ活動推進フォー

ラムなどの場を通じて、事業者団体や研究機関、ＮＰＯ等と連携して発生抑制の取
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組を進めるほか、リターナブル容器など、容器包装廃棄物の発生抑制につながる製

品の使用促進を図っていくべきである。 

【家庭ごみの有料化】 

家庭から排出される一般廃棄物の発生を抑制するためには、抑制に向けた取組を

行うことが各家庭の経済的利益となる家庭ごみの有料化が有効な施策の一つであ

る※1。東京都内においても家庭ごみの有料化を導入する市町村が増えている。しか

し、これまで導入した自治体の状況をみると、戸別収集など他の施策との組み合わ

せなどにより、その効果に違いがある。 

このため、東京都は、有料化の具体的導入方法、併せて講じる施策やごみの減量

効果などを調査・分析し、区市町村に対して、有料化の導入を検討するに当たって

必要なとなる情報を提供や提案を行うするなどの支援をしていくべきである。 

 

【建物の長寿命化による建設廃棄物の発生抑制の促進】 

東京都内では、数多くの建築物が老朽化し更新時期を迎えており、今後それらの

建築物の解体に伴って、多量の建設廃棄物が排出される見込みである。 

建設廃棄物は、東京から排出される産業廃棄物の約４割を占めており、産業廃棄

物の減量を進める上で、できるだけ建設工事における廃棄物の発生を抑制しなけれ

ばならない。今後、多くの建築物が更新時期を迎えることになるが、耐震性や不燃

性の面で支障のない建物については、リフォームなど補修・保全を施しつつ、でき

るだけ長く使用していくことが重要であることから、中古住宅の流通市場を活性化

させていくなどの取組が必要である。また、新たに建設される建物については、耐

久性に優れた長寿命の住宅の普及を促していく必要がある。 

  

【環境教育・普及啓発の推進】 

東京都は、これまでも廃棄物問題について、積極的に都民へ問題提起していくた

め、埋立処分場の見学会の開催や、様々な主体と連携した普及啓発の取組を進めて

きた。また、子供たちに対しては、キッズ ISO14000 事業※2において、小学校児童

に省エネルギー化や廃棄物等の発生抑制、リサイクルなどの実践的な活動を通じて、

                         
※1 国の「廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方

針の中でも、「経済的インセンティブを活用した一般廃棄物の排出抑制や再生利用の推進、排出量に応じた負担

の公平化及び住民の意識改革を進めるため、一般廃棄物処理の有料化の推進を図るべきである」としている。 
※2 NPO 法人国際芸術技術協力機構が開発した児童向け環境教育プログラムのこと。東京都は、環境教育及び家庭

における温暖化対策の一環として、「Kids' ISO（キッズ・アイエスオー） 14000 入門編」を都内の小学校に

普及する取組を行っている。 
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地球環境などに対する問題意識を醸成させる取組を行ってきた。 

廃棄物をできるだけ発生させないライフスタイルを実現するためには、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。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。 
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イ 産業廃棄物のリサイクル促進 

【プラスチック廃棄物のリサイクル促進】 

都内では依然として多くのプラスチック廃棄物が埋立処分されているが、プラス

チック廃棄物は、「埋立不適物」であって、埋立処分量ゼロを目指していくべきで

ある。そして、そのことをプラスチック廃棄物を排出する事業者に周知・徹底して

いくとともに、事業者がリサイクルに取り組みやすい仕組みをつくっていくことが

必要である。 

事業者には、自らの事業活動に伴って排出する廃棄物等の発生抑制、リサイクル

に努めなければならない責任がある。そこで、東京都は、排出事業者に対して、プ

ラスチック廃棄物のを発生させる発生抑制やリユースに努めた上で、 も適切な方

法によりリサイクルする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。また、従業者等に発生抑制と分別排出を徹底すべき旨を周知するよう啓

発を行い求め、さらには分別排出したプラスチック廃棄物が必要な作業、処理を他

事業者に委託する場合に適正な費用を負担によってし、適正にリサイクルされてい

るかを確認するよう求めていくべきである※1。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         
※1 事業系プラスチック資源リサイクル研究会では、これら５つの取組を「プラスチック廃棄物 排出事業者５

原則」として、都と産業界の関係諸団体が連携して普及拡大に取り組んでいくしていくとしている。 

 
 

１ プラスチック廃棄物の発生抑制･再使用に努める。 

２ 処分するプラスチック廃棄物は、分別排出し、リサイク

ルする。 

３ 従業者等に対して発生抑制・分別排出に係る啓発を行う。

４ 関係委託先に対し、必要な作業・処理を行うための適正

な費用を負担する。 

５ 分別排出したプラスチック廃棄物が適正にリサイクルさ

れているか確認する。 

 

事業系プラスチック資源リサイクル研究会における検討資料報告書より

プラスチック廃棄物 排出事業者５原則 
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東京都は、産業界と連携して、プラスチック廃棄物のリサイクルを推進するとと

もに、区市町村の実施する事業用大規模建築物に対する一般廃棄物の排出指導と連

携しながら、個々の事業者に対しても、働きかけを行っていくべきである。 

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

集し輸送する仕組みが必要である。中小規模の事業所では、プラスチック廃棄物の

１回当たりの排出量が少ないため、分別排出を徹底すればさらに収集運搬費用が割

高となる。そこで、小口複数の排出事業所を効率的に収集するシステムの構築に向

けてモデル的な事業の実施に取り組んでについて検討していくべきである。 

東京都の管理する 終処分場では、中小事業者のために一定の基準を満たす産業

廃棄物を受け入れている。プラスチック廃棄物は、通常、事前に破砕、切断等の中

間処理が行われていて、この中間処理の費用を含めても、他のリサイクルルートと

比較して安価である傾向にある。そこで、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、 終処分場において受け入れるものを再生利用ができな

い廃棄物に限るという趣旨が徹底されるよう検討すべきである。なお、その際、リ

サイクル目的以外での他県への流出の増加や不法投棄が誘発されることのないよ

う十分配慮する必要がある。 

 

【建設泥土の有効利用方策の拡大】 

都内の産業廃棄物のうち上下水道汚泥を除くと、約８割が建設工事に伴って排出

される廃棄物である。そのうち、がれき類や木くずについては、建設リサイクル法

が施行され、再生利用が進んできているが、排出量の多い建設泥土の再生利用が依

然として進んでいない。 

建設泥土は、シールド工法によるトンネル工事や杭基礎工事等から発生する泥状

の土であり、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

が可能である。 

そこで、建設業者に対して、工事現場内での一層の有効利用を促していくべきで

ある。また、公共工事等から排出された建設泥土を他の公共工事等において有効に

利用できるよう、廃棄物処理法の特例措置を積極的に活用するなどして、建設泥土

改良土の有効利用を拡大していくべきである。 
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ウ 一般廃棄物のリサイクル促進 

【プラスチック廃棄物のリサイクル促進】 

家庭から排出されるプラスチック廃棄物については、さらなるリサイクルの取組

が求められる。 

平成１６年５月の当審議会答申のとおり、プラスチック廃棄物のうち、再資源化

しやすく、分別や異物の除去等が容易なものについては、マテリアルリサイクル※1

を一層徹底すべきである。また、資源の保全、環境への負荷、経済性の面でマテリ

アルリサイクルに適さない場合には、清掃工場における発電や冷暖房用の熱源等に

活用する取組（サーマルリサイクル）を進めていくべきである。 

東京都は、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。また、ごみの分別収集区分について、国における検討状況※2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。 

なお、プラスチック廃棄物のリサイクル促進に当たっては、都民の信頼に応える

ために、マテリアルリサイクルやサーマルリサイクルを行う施設の安全性や環境負

荷に関わる情報発信、リスクコミュニケーションが重要である。東京都は、「一般

廃棄物処理施設向け環境報告書ガイドライン」を作成しているが、今後も、その普

及に努めるべきである。 

 

【区市町村に対する支援】 

清掃事業の特別区移管からまもなく６年が経過しようとしており、区市町村は、

リサイクルなどの取組を着実に行ってきている。一方、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、都は一般廃棄物のリサイクルや

適正処理についても、積極的に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。 

東京都は、区市町村が実施する一般廃棄物の処理に関する技術的な面における支

援だけでなく、一般廃棄物の減量や適正処理が円滑に、かつ効率的に行われるよう、

必要とされる情報を提供していくなど、区市町村の施策立案に対する支援を充実し

ていくべきである。 

                         
※1 物質素材として回収することを目的としたリサイクル方法のこと。プラスチックのマテリアルリサイクルに

は、材料化やモノマー化のほか高炉やコークス炉の原料としての利用がある。 
※2 「廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針」

では、国の役割として、「一般廃棄物の処理に関する事業のコスト分析手法や有料化の進め方並びに一般廃棄物

の標準的な分別収集区分及び適正な循環的利用や適正処理の考え方を示すことなどを通じて技術的及び財政的

な支援に努める」と定めており、今年度中にも取りまとめが行われる見込みであるいる。都は、国の動向につ

いて積極的に情報提供を行い、区市町村に対する普及に努めるべきである。 
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（発生抑制・リサイクルに関する支援） 

区市町村が、ごみの発生抑制やリユース、リサイクルについて事業者等の協力を

求める際に、東京都からも関係団体等に強く働きかけるなど、必要な支援を行って

いくべきである。 

区市町村が、効率的な廃棄物処理を実施していくに際して、廃棄物処理に要する

費用の公表は欠かせない。東京都は、費用の算出方法等について必要な情報提供を

行うなど支援に努めていくべきである。 

ごみの減量を進めていくためには、環境教育の推進を欠かすことはできない。東

京都は、区市町村の行う環境教育の取組を支援するとともに、広域的に取り組むこ

とで一層効果の上がる普及啓発については、八都県市と連携して進めていくべきで

ある。 

（ごみの適正処理に関する支援） 

区市町村が行う一般廃棄物処理・リサイクル施設の整備に際して、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、東京都は、必要な技術的支援や

財政的支援を引き続いて行っていくべきである。 

また、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、必要な調

整を今後とも行っていくべきである。 

（埋立処分量の削減に関する支援） 

ごみの焼却灰を溶融した溶融スラグの有効利用が進むように、利用用途の拡大等

について、東京都は引き続き支援を行っていくべきである。また、平成１８年度に

多摩地域で生産が開始される予定のエコセメントの有効利用を図っていくため、利

用用途等について、引き続き支援を行っていくべきである。 

埋立処分場は、限りある貴重な資源であり、区部においても、多摩地域、島しょ

地域においても新たに一般廃棄物の埋立処分場を確保することは非常に困難な状

況にある。貴重な資源である埋立処分場を可能な限り将来にわたって大切に使用し

ていくため、東京都は廃棄物の減量を都民や事業者など広く呼びかけるとともに、

埋立処分量の削減を呼びかけていく区市町村の施策に対して積極的に支援してい

くべきである。 

東京都は、区部における埋立処分場の管理者でもあり、処分場の効率的な維持管

理と着実な整備に努めていく必要がある。また、新海面処分場の後に今後東京港内

に埋立処分場を確保することは不可能であることから、限りある容量をいかに有効

的に活用すべきかについて、引き続き中長期的視点に立った検討をしていく必要が

ある。 
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（し尿処理に関する支援） 

生活排水に起因する汚濁負荷量の削減を図るため、東京都は引き続き合併処理浄

化槽の普及を促進するととともに、区市町村と連携して適正な維持管理が行われる

よう設置者に適切な指導を行っていくべきである。 

島しょ地域におけるし尿処理について、循環型社会への変革を図る観点から、し

尿、浄化槽汚泥、生ごみ等の有機性廃棄物を併せて処理し、資源化を図っていくべ

きである。
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(2) 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

 

ア 有害廃棄物の都内処理体制の確立 

【飛散性アスベスト廃棄物の適正処理の促進】 

都内で排出される飛散性アスベスト廃棄物については、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、東京都の管理する 終処分場に受

け入れているが、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、都は、飛散性アスベスト廃棄物等の溶融技術について、国や産業界等と連

携して、溶融処理技術の動向等を把握し、の動向も視野に入れつつ、安全性の確認

や経済性の評価などについての調査・検討を積極的に進め、無害化処理が実現でき

るように努めていく行っていく必要がある。 

【感染性廃棄物の適正処理の促進】 

平成１８年８月から、スーパーエコタウン事業の一環として中央防波堤内側埋立

地内において、感染性廃棄物を焼却処理する施設が稼働する。これにより、既存の

都内施設と合わせて都内で排出される感染性廃棄物の全量を都内で処理できる体

制が整う。東京都は、引き続き感染性廃棄物が適正に処理されるようしていくべき

である。 

【ＰＣＢ廃棄物の適正処理の促進】 

平成１７年１１月から、日本環境安全事業㈱のＰＣＢ廃棄物処理施設が稼働し、

１都３県のＰＣＢ廃棄物の処理が開始されたが、ＰＣＢ廃棄物の収集運搬及び処分

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、ＰＣＢ廃棄物を保管している事業者及びＰＣＢを含む機器を使用している

事業者に対して、平成２２年度末の期限までに処理するよう促していくべきである。 

 

イ 不法投棄対策の強化 

【建設廃棄物を総合的に管理するシステムの構築】 

産業廃棄物の不法投棄が後を絶たない背景として、建物の解体工事から排出され

る廃棄物の一部が運搬の途中で違法なルートに流れる事例がある。その原因として

は、解体工事から後の廃棄物の処分に至るまでの流れを一貫して監視する仕組みが

ないことや、適正な処分に必要な経費が支払われていないことが考えられる。そこ

で、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
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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。 

ただし、建設廃棄物は、都県境を越えて広域的に処理されているので、このよう

な建設廃棄物を総合的に管理するシステムは、全国的に導入されることが望ましい。

東京都は、八都県市の各県市と連携して、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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【排出事業者・処理業者の報告・公表制度の実施】 

平成１６年５月の当審議会答申では、産業廃棄物の適正処理を確保するためには、

排出事業者の社会的責任の徹底を求め、また処理業者の処理状況を透明化させる仕

組みが必要であるとした。 

平成１７年９月に施行された排出事業者の報告・公表制度は、排出事業者の取組

を公表することによって、適正処理を確保するために、より望ましい取組を行って

いる排出事業者が社会的責任を果たしているとの評価を受けることになるもので

ある。そのことによって、排出事業者の適正処理に向けた自覚が促され、さらに積

極的に望ましい取組が行われることが期待される。 

また、併せて施行された処理業者の報告・公表制度は、処理業者の処理の状況を

公表することによって、処理の状況が透明化し、産業廃棄物の処理に対する社会的

な理解と信頼性を高めていくものである。 

 運搬業者 処分業者

環境部局

 
家屋所有者 

解体届 

発注・契約 

電子情報 

建設業者
解体業者

建設部局 

電子情報 

 
電子情報の活用による総合的管理 

建設廃棄物を総合的に管理する新たな仕組みのイメージ 
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東京都は、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。 

【ＩＣタグによる感染性廃棄物の追跡システムの拡大】 

有害性が高く、不法投棄された場合の影響が特に大きい感染性廃棄物については、

適正な処理を確実に担保していかなければならない。東京都が、平成１７年１０月

から開始した、感染性廃棄物の排出場所である病院から中間処理施設までをＩＣタ

グで追跡するシステムは、適正処理を徹底していくために極めて有効である。今後

は、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。 

【バーコードを利用した感染性廃棄物の適正管理の支援】 

診療所等から排出される感染性廃棄物については、診療所等からの搬出時と中間

処理施設への搬入時に、バーコードにより情報を読み取ることで、個々の廃棄物を

識別、追跡することにより、情報管理を確実に行うことのできるシステムが普及し

てきている。東京都は、このシステムの普及を支援していくとともに、ＩＣタグに

よる追跡システムとの統合を検討していくべきである。 

【広域的な不法投棄対策の充実】 

東京都内で排出された産業廃棄物が、他県において不法投棄される事案が後を絶

たない。都は、上記のような仕組みづくりを進めるとともに、規制監視体制を強化

し、排出事業者等に対する指導の充実を図るべきである。そこで、周辺自治体と情

報の共有化を進めながら、広域的な監視体制を強化し、不適正処理に対して一層迅

速に対応していくべきである。違法行為に対しては、許可取消処分や建設廃棄物の

再資源化命令などの厳格な行政処分や刑事告発を迅速に行うべきである。 

関東甲信越及び福島、静岡エリアの２７自治体で構成する「産業廃棄物不適正処

理防止広域連絡協議会（産廃スクラム２７）」や八都県市首脳会議の場においても、

廃棄物の不法投棄の撲滅に向けて連携した取組を進めていくべきである。 

   
＜ＩＣタグによる感染性廃棄物の追跡システム＞
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(3) 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 

 

【スーパーエコタウン事業による先進的な廃棄物処理・リサイクル施設の整備促進】 

首都圏の廃棄物問題の解決を図るとともに、２１世紀をリードする新たな環境産

業の立地を促進し、循環型社会への変革を推進することを目的に、東京都は、東京

臨海部において民間事業者が主体となり廃棄物処理・リサイクル施設を整備するス

ーパーエコタウン事業を進めてきた。 

今後とも、その事業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、これらの民間事業者による事業の成果を、先進的な取組事例として、

東京から広く情報発信していくべきである。 

スーパーエコタウン事業については、産業廃棄物の都内処理率の更なる向上に向

け、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を促

進について、検討していくべきである。 

 

【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】 

産業廃棄物の排出事業者からは、確実に適正な処理を行う処理業者の情報を求め

る声が大きい。東京都は、産業廃棄物処理業者の報告・公表制度を設けたことで、

排出事業者は都内の全ての産業廃棄物処理業者の施設等を容易に確認できるよう

になった。 

今後、国において「産業廃棄物処理業者の優良性の判断に係る評価制度」が具体

化されたことも考慮しつつ、法令で定められた義務以上の優れた取組を行っている

事業者を第三者が評価する仕組みの導入について、検討を進めるべきである。 

【事業者の優れた取組の普及促進】 

排出事業者団体、処理業者団体、行政の三者で構成する東京都産業廃棄物対策推

進協議会において、産業廃棄物の適正処理の徹底のみならず、産業廃棄物のリサイ

クルが一層推進されるよう、先導的に取り組む事業者の成果を紹介するなど、協

力・連携して優れた取組の普及等を図っていくべきである。 

【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】 

東京都は、平成１７年３月に一般廃棄物処理施設向けの環境報告書ガイドライン

を策定し、環境報告書の作成を働きかけてきた。産業廃棄物の処理においても同様

に、企業の果たすべき社会的責任の一環として法令遵守や環境配慮等の取組状況が
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公表されていくことが望ましい。報告書の公表を通じて、施設に対する地域住民の

信頼感が醸成されるとともに、健全な廃棄物処理ビジネスの発展につながっていく

ことが期待される。都は、産業廃棄物処理施設向けの環境報告書ガイドラインを策

定し、環境報告書の普及に努めていくべきである。 

【産学公連携などによる新たなリサイクル方策の調査研究】 

首都大学東京などの大学や産業界、研究機関と連携して、より優れた廃棄物のリ

サイクルや適正処理の技術開発、環境への負荷の少ない静脈物流等が促進されるよ

う、調査研究を進めていくべきである。 
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（資料） 

   計画目標値「最終処分量」（試算） 

 

区 分 
平成１２年度 

（実績） 

平成１５１６年

度 

（実績） 

平成２２年度 

（計画目標） 

 

ごみ 

排出量 
５４８万トン ５３４５４５万ト

ン

５７０約５９０万トン

５５０約５７０万トン

一

般

廃

棄

物 

最終 

処分量 
９９万トン ９０９１万トン 約４０万トン

 

排出量 ２５０４万トン ２２４１２３５８

万トン

 

２４００約２５４０万トン

産

業

廃

棄

物 

最終 

処分量 
２３２万トン

１５８１４９万ト

ン
約１２０万トン

最終処分量 

総量 
３３１万トン

２４８２４０万ト

ン
約１６０万トン※

 

（注）平成２２年度の値は試算値であり、今後、平成１６年度の排出量の実績等も加味した上

で、発生抑制やリサイクルの見込みを含め、目標値を再精査する。  

（注）四捨五入のため、合計値が合わない場合がある。

                         
※ 循環型社会形成基本計画では、「廃棄物 終処分量：平成１２年度から概ね半減」という目標が掲げられている。 

【減量効果】 

資源ごみ収集 

１００約９０万トン

ごみ処理過程での資源化 

約４０万トン

焼却(熱回収)による減量 

３７０約４００万トン

【減量効果】 

資源化量 

７７０約９１０万トン
 

焼却(熱回収)･ 

脱水等による減量 

約１５１０万トン

【減量効果】 

資源ごみ収集 

８４８２万トン

ごみ処理過程での資源化 

１０万トン

焼却(熱回収)による減量 

３４９３６２万トン

【減量効果】 

資源化量 

５９６６７４万トン
 

焼却(熱回収)･ 

脱水等による減量 

１４８７１５３５万トン

発生抑制 約２０万トン 
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（参考） 

最終処分量の目標設定方法について 

 

(1) 一般廃棄物の予測 

 

ア ごみの発生・排出量 

家庭ごみの排出源調査の結果※1等から発生源原単位（１人１日当たりの資源ご

みを含めた発生量）を設定し、予測人口を乗じて家庭ごみ発生量を試算した。 

事業系ごみの発生量は、これまで都内経済成長率の動向との相関が高かったた

め、景気が回復傾向にあることを踏まえて、年率２％で増加すると試算した。 

以上の仮定を元にすると、目標年次である平成２２年度における（何も新たな発

生抑制の取組を行わない場合の）ごみの排出量は、５７０約５９０万トンと予測され

る。 

 

イ 発生抑制量 

容器包装リサイクル法の改正動向を踏まえ、製造及び販売事業者の発生抑制の

取組が促進されることなどを想定し、２０万トンの減を見込む。 

 

ウ 排出抑制量（資源ごみ収集量等） 

事業系ごみの更なるリサイクルが促進されることを想定した。 

また、その他プラスチック製容器包装の分別収集が拡大されることを想定した。 

さらに、家電リサイクル法の改正が予定されているから平成１９度以降粗大ご

みの減量がなされると想定した。 

以上の想定から、資源ごみ収集等の排出抑制効果を、１００約９０万トン（平

成１６１５年度は８４８２万トン）と見込んだ。 

 

エ ごみの処分量 

焼却灰の溶融施設やエコセメント化施設の稼動開始に伴って、焼却灰の資源化

が進展することを踏まえて、ごみ処理過程における資源化量を約４０万トン（平

成１６１５年は１０万トン）と見込んだ。 

平成２０年度から区部におけるプラスチック廃棄物のサーマルリサイクルの

開始が予定されていることを踏まえ、直接埋立処分される不燃ごみ量の減少する

ことで、埋立処分量を約４０万トンに削減することを目指すこととした。 

                         
※1 東京二十三区清掃一部事務組合「ごみ排出原単位等実績調査報告書」平成 17 年 3月 
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(2) 産業廃棄物の予測 

 

ア 排出量 

高度成長期に建築された建築物等が更新期を迎えることから、建築物の解体工

事等に伴う建設廃棄物の排出量が年平均５％程度増加するものと見込んだ。 

建設泥土（建設汚泥）は、今後とも高速道路等の建設工事が進むことから、ほ

ぼ横ばいの排出量で推移するとした。 

製造業から排出される廃棄物は、景気が回復傾向にあることを踏まえて、当面

年率２％で増加すると想定した。 

以上の想定から、目標年次である平成２２年度における産業廃棄物の排出量は、

増加して２４００約２５４０万トンになると予測した。 

 

 

イ 再生利用量 

プラスチック廃棄物は、産業用資源やエネルギーへの積極的な活用を促してい

くことにより埋立処分量のゼロを目指していくとした。 

建設泥土は、建設工事現場内において埋め戻し材としての有効利用を図るとと

もに、公共工事で積極的に活用していくことによる再生利用が大幅に拡大してい

くと想定した。 

以上の想定から、大幅に増加する排出量に対して、資源化量を７７０約９１０

万トン（平成１６１５年度は５９６６７９万トン）にまで拡大することを目標とし、

埋立処分量を約１２０万トンに削減することを目指すこととした。 
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