
東京都廃棄物審議会 
産業廃棄物部会 

会議録 
 

日時：平成１５年７月２５日（金） 
午前１１時１５分から    

場所：東京都庁第二本庁舎     
南側３１階特別会議室２７  

 
【小泉部会長】 それでは、定刻になりましたので、第１回産業廃棄物部会を開催いたします。 

 本日は、お忙しい中、お集まりいただきまして、ありがとうございました。 
 それでは、審議に先立ちまして、事務局からの確認事項をお願いします。 

 
【銀林計画課長】 環境局廃棄物対策部計画課長銀林と申します。よろしくお願いいたします。 

 初めに本日の出欠席についてお知らせいたします。北村委員につきましては、本日、都合により

ご欠席と承っております。ただいまご出席の委員数は８名で、部会委員総数は９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させていただきます。 
 続きまして、お手元の資料の確認をさせていただきたいと存じます。 
 上に東京都廃棄物審議会産業廃棄物部会ということで、部会委員の名簿を載せた紙が１枚乗って

いるかと思います。その次に座席表をお配りしてございます。その次が、クリップどめになってお

りますけれども、会議次第、それから、１枚おめくりいただきますと、産業廃棄物部会開催スケジ

ュール案、それと、その次が議事ということで、本日の内容でございます、産業廃棄物処理の現状

と課題ということで、その次に、カラーの、諮問事項１、「産業廃棄物の適正処理の徹底につい

て」という横長の紙がついているかと思います。次が、本日、ご用意した資料でございまして、１

から３までございます。資料１の関係が、１枚おめくりいただきますと、８枚ございまして、資料

１－１から１－８まで。それから、資料２でございまして、資料２の関係が、資料２－１から２－

５まで。それから、資料３につきまして、資料３－１から資料３－４までということ。それと、そ

の後ろの方に、参考として、参考１、建設リサイクル法に基づく指導・行政処分の状況、以下、参

考資料２、３ということで、参考資料が３種類ついてございます。 
 お手元、資料のご確認をいただきましたけれども、お揃いでいらっしゃいましょうか。 
 事務局からは以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 
【小泉部会長】 それでは、議事に入ります前に、今後の当部会のスケジュールについて確認してお

きたいと思います。事務局からスケジュールについて説明をお願いします。 
 
【銀林計画課長】 それでは、会議次第の方を１枚おめくりいただきますと、産業廃棄物部会開催ス

ケジュール案があるかと思います。本日の部会におきまして、産業廃棄物処理の現状と課題につい

てご審議いただいた後、９月に予定をしておりますけれども、適正処理に向けての新たな取組につ

いて、部会を開催させていただきまして、第３回目は中間のまとめに向けたご審議をいただきたく

思っております。以降、おおむね、来年の１月に第４回の部会を開催いたしまして、関係者からの

意見聴取を行いまして、総会に報告したいというふうに考えております。その後、パブリックコメ

ントを受けまして、５月の部会、第５回になりますけれども、ここで最終答申に向けてのまとめを

行っていただきまして、６月に、再度、総会に報告していただければというふうに考えております。 
 以上でございます。 

 
【小泉部会長】 今年の１１月に中間のまとめを出して、来年の５月までに、最終答申に向けてまと

めていくという、こういうスケジュールでございますが、皆様、いかがでしょうか。よろしいでし

ょうか。 
（異議なし） 
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【小泉部会長】 それでは、議論の内容や進捗に応じまして弾力的に対応していくことにいたしまし

て、おおむねこのスケジュールを念頭に置きながら、これからこの部会を進めていきたいと思いま

す。 
 それでは、これより本日の議事に入りたいと思います。 
 本日の議事は、産業廃棄物処理の現状と課題ということです。 
 まず、事務局から資料の説明をお願いします。 

 
【片岡産業廃棄物対策課長】 産業廃棄物対策課長の片岡の方から資料説明をさせていただきます。 

 まず、議事、産業廃棄物処理の現状と課題というペーパーがございます。きょうはこれらについ

てご議論をいただきたいと思いますが、次のページをおめくりいただきまして、カラーで印刷され

ております資料、これは、この産業廃棄物部会の諮問に当たりましての、総括的にまとめた資料と

いうふうになっております。 
 図の上の方、産業廃棄物処理の現状ということで図をお示ししてありますが、太い矢印で排出事

業者、収集運搬業者、中間処理業者、最終処分業者と、これがいわゆる正規のルートであれば、こ

ういう流れになりますと。一方で、その下に違法ルートというのがいろいろな場面であり得ますと。

これは保管・積替え、中間処理、最終処分の各段階で違法に横流しするケースがありますというよ

うなイメージ的な図を書いてございます。 
 それから、左下になりますが、現在の東京都の主な取組というのを、排出事業者、処理業者、東

京都というのを軸にして簡単にまとめてございます。この個々の中身については後ほど資料でご説

明したいと思っております。 
 右下の方に矢印であります、ご議論いただく、新しい施策として二つほど掲げてございます。 
 この資料については以上でございます。 
 それから、次のページですが、資料の目次が記載してございまして、１番目、不法投棄の現状に

ついて、１－１から１－８でご説明したいと思っております。 
 それから、２番目、東京都のこれまでの取組ということで、２－１から２－５に沿ってのご説明

をしたいと思っております。 
 それから、３番目に、産業廃棄物に関する情報提供の仕組みということで、資料３－１から３－

４までのご説明をしたいというふうに思っております。 
 では、資料１－１をおめくりいただきたいと思います。 
 まず、産業廃棄物の不法投棄の状況ということで、全国の不法投棄件数と量の推移を図に示して

ございます。直近の平成１３年度を見ていただきますと、投棄件数は１，１５０件ということで、

微増という傾向にございます。 
 一方、棒グラフの方ですが、投棄量については２４万２，０００トンということで、前年度に比

べれば減少しているというような動きがございます。これから、単純な推測ですが、１３年度には

１件当たりの投棄規模というのは小口化しているのではないかというふうに見てとれるかと思いま

す。 
 それから、下の地図ですが、都道府県別に見た不法投棄件数ということで、１００件以上という

のが２件ほどございます。茨城県と千葉県ということで、特に千葉県は２７０件、茨城県は１６５

件というような件数になっております。 
 続きまして、資料１－２をごらんいただきたいと思いますが、産業廃棄物の広域処理状況という

ことで、都の状況ですが、都内からは年間２，５００万トンの産業廃棄物が排出され、その後、中

間処理、再生利用というのを経まして、最終的な処分量というのは２３０万トンに達しております。

その最終処分量のうち、７５％は都外での最終処分となっております。それをグラフに示したのが

上の図でございます。下の地図は、この都外での最終処分先を示してございまして、千葉県が１１

０万トンということで、一番多い移動先になっているということです。 
 続きまして、資料１－３をごらんいただきますと、産業廃棄物の都内処理率の向上ということで、

今、動きがございます。これはスーパーエコタウン事業において、東京臨海部における産業廃棄物

のリサイクル処理施設の整備を進めて、都内の処理率の向上を図るということで、特にＰＣＢ廃棄
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物、医療廃棄物については、全量、都内処理を目指すということでございます。 
 下に表を掲げてございますが、一番上の段では、ＰＣＢ無害化処理施設、これは環境事業団が行

うもので、１都３県内のＰＣＢ廃棄物を処理するという予定になっております。 
 それから、２段目に、ガス化溶融等発電施設ということで、廃プラスチック類のガス化溶融、こ

れについては、マテリアルリサイクルに適さない廃プラスチック類を処理するという施設です。そ

れから、もう一つが、感染性廃棄物の焼却施設というような施設の整備が予定されております。 
 以下、建設混合廃棄物のリサイクル施設、食品廃棄物等のリサイクル施設等の整備が予定されて

いるということでございます。 
 続きまして、資料１－４、これは不法投棄等の事例ということで、幾つかピックアップしており

ますが、その１番目として、資料１－４は、中間処理業者と最終処分業者が共謀して不法投棄した

事例ということで、青森岩手県境の不法投棄事件の概要をまとめてございます。 
 ２番目に、投棄物と量が書いてございますが、燃え殻、汚泥等、８２万㎥ということで、これは

空前、今までなかった規模であります。 
 原因者としては、青森県内の業者であります、三栄化学工業と、埼玉県の中間処理業者の県南衛

生ということですが、４番目の、これまでの経緯ということで、平成１２年５月には、この原因者

というのは逮捕されております。しかし、いずれの会社も解散あるいは破産ということになってい

るのが今の状態でございます。ことしの２月から３月にかけまして、青森、岩手県の両県では、排

出事業者に対して報告を求める文書を送付したということで、リストアップされた排出事業者とい

うのが１万５７１ありまして、そのうち、都内の事業者というのが３，５２６というようなデータ

になっております。この６月には、都内に本社のある事業者４社に対して、両県が原状回復措置命

令を出したと。具体的には、排出した廃棄物を撤去しなさいという命令ですが、そういった中身の

命令を出しております。その理由としましては、この排出事業社が中間処理施設県南衛生まで収集

運搬を委託していたと。その際の収集運搬の業者というのが許可を持たない業者であったという法

律上の違反という理由から、そういった措置命令がこの４社に出されたということでございます。 
 続きまして、資料１－５、不法投棄等の事例（２）です。これは都内での事例を書いてございま

す。産業廃棄物処理業の許可を持たない、有しない者が、借地に産業廃棄物を野積みにして放置し

たということで、都は措置命令を出しましたが、資金不足により応じなかったと。この措置命令に

つきましては、下の方に、平成１４年１２月９日ということで詳しく書いてございますが、場所は

江戸川区内で、産業廃棄物は、建設の解体物ということです。今年３月３１日までの履行期限を切

ったところですが、応じなかったということがございます。それで、ここに委託した排出事業者２

２社に対して行政指導を行いました。これに応じない３社については、撤去命令を出して、結果的

には全量撤去が完了したという例でございまして、この３社への撤去命令というのが、本年５月１

９日ということで、詳しく資料の下の方に書いてございます。この３番の※印にも書いてあります

が、排出事業者に対して行政処分を行うということでは、都としては今回が初めてのケースであっ

たということでございます。 
 それから、この裏面については、全量撤去までに至る図を示してございますが、説明は省略させ

ていただきます。 
 それから、資料１－６ですが、事例の（３）ということで、これも同じく都内の事例です。産業

廃棄物収集運搬業者、これは許可を持った業者ですが、ただし、保管や積替えをする許可まではな

いという業者が、資金不足を理由にして、借地に感染性廃棄物等を放置して行方不明になったとい

うことで、この業者に対しては、本年７月に行政処分を行ない、許可を取り消しております。 
 一方で、排出事業者、病院等に対して行政指導を行いまして、その段階で廃棄物は全量撤去完了

しているという例でございます。 
 場所は、八王子市内の２カ所ということで、詳しくは下の方に書いてございます。 
 以上、三つほど事例を挙げましたが、共通の事項としましては、法にのっとった委託処理を行わ

ないと排出事業者側の責任というのが問われますという具体的な例でございます。 
 資料１－７ですが、そういったことで、廃棄物処理法上の規定というのをもう一度整理してござ

います。第３条第１項、事業者、これはいわゆる排出事業者ですが、事業者は、その事業活動に伴

って生じた廃棄物を自らの責任において適切に処理しなければならないと。第１２条第３項には、
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自らやらない場合には、許可を持った業者等に委託するというのが第１２条第３項の定めで、現状

ではこのケースが非常に多いわけですが、その際の排出事業者の責任というのを、具体的な内容と

しまして、一番下に枠で囲って書いてありますが、許可を有する処理業者を委託する、それから、

委託基準を遵守する、文書による契約を結ぶというようなことです。それから、最終処分に至るま

で、適正処理確保のために必要な措置をとると。それと、マニフェストの交付・管理をするといっ

たようなことが排出事業者の責任として求められているという中身でございます。 
 それから、資料１－８ですが、これは廃棄物処理法の規定によります、不法投棄に対する主な罰

則が強化されてきていますということを表にまとめてございまして、平成３年の改正から、９年、

１２年、それから、今回の１５年改正ということで、左側の投棄禁止違反等に対する罰則というと

ころを見ていただきますと、平成９年には３年以下の懲役、または１，０００万円以下の罰金、あ

るいはこれらの併科、それから、いわゆる両罰規定ということで、法人に対しても１億円以下の加

重罰というような罰金の体系ができました。これが１２年改正で３年以下の懲役が５年以下という

ことに強化され、なおかつ今回は、実際の行為ではなく、未遂罪についても適用されるというよう

な条文が追加されております。 
 以上、資料１－８までが不法投棄に関する資料の説明でございます。 
 それから、続きまして資料２－１からは、東京都のこれまでの取組についてまとめてございます。 
 まず、立ち入り指導、行政処分ですが、排出事業者・処理業者への立ち入り指導を行って、法令

の遵守、適正処理の確保について指導を行っております。 
 それから、国の行政処分指針を受けて、平成１３年７月から施行されている、東京都の行政処分

要綱によりまして、処理業者の許可取り消し、あるいは排出事業者への措置命令など、より厳しい

処分を実施しているということでございます。 
 １番目に、産業廃棄物の排出事業者に対する指導ということで状況をまとめておりますが、主な

立入先としては、産業廃棄物の中でも特別な管理が必要とされる特別管理産業廃棄物を排出する事

業所、例えば病院とか、クリーニング業とか、メッキ業といったところ。それから、付近住民から

苦情のあった事業所。この苦情の内容としては、例えば産業廃棄物の保管状態が悪いといったよう

な中身ですが、こういったところを重点的に立ち入りしているということで、その指導の事項につ

いては、（２）に記載してあるとおりです。 
 （３）に、立入件数、５０６件、１４年度の延べ数ですが、そのうち、行政指導した件数という

のが６９件あります。なお、参考までに、平成１３年で、都内の事業所というのが幾つあるかとい

うことで調べてみますと、約７２万５，０００あると。これが、イコール、産業廃棄物の排出事業

者数とはならないとは思いますが、一つの目安としては、分母としては、このぐらいの分母になり

ますという参考数値を載せてございます。 
 それから、２番目は処理業者に対する指導ということで、ここでちょっと言葉のご説明をしてお

きます。処理業者といった場合は、収集運搬も、中間処理も、最終処分もすべて含めて処理業者と

いう使い方をしてございます。立入先として、収集運搬業者の中でも、保管、積替えありのところ、

それから処分業者に主に立ち入っております。ここでの処分業者というのは、中間処理と最終処分

をやっている業者というふうに読んでいただきたいと思います。 
 指導事項については（２）のとおりですが、（３）、立入件数は１４年度で７１４件ございました。

そのうち、行政指導をしたのが８０件。参考までに、平成１４年度、都が許可を出している処理業

者というのは９，７００社ほどございます。内訳として、収集運搬業者で保管と積替えがあるもの

が４３５、処分業者が２７０と。残りは、保管、積替えを持たない、いわゆる普通の収集運搬業者

という内訳になってございます。 
 いずれにしましても、立入先を限定した指導ということにならざるを得ないというのが現状であ

るということでございます。 
 裏面でございますが、３番に行政処分の状況ということで、先ほどお話ししましたように、都の

処分要綱を改正しまして、それが１３年６月でありましたが、１２年度から３年間の行政処分の件

数を掲げております。直近、１４年度の行政処分は３１件と、うち、許可の取消は、合わせまして

２６件という件数になっております。 
 続きまして、資料２－２をごらんいただきたいと思いますが、いわゆる産廃Ｇメンの取組という

 4



のをまとめております。この産廃Ｇメンというのは、広域監視体制の強化のために、昨年４月に設

置いたしまして、他県との連携による規制監視と指導の強化に当たっております。体制としては、

管理職１名を含め１１名ということで、中には、現役の警視庁からの派遣職員２名、それから、警

視庁ＯＢとして非常勤３名というようなスタッフも入ってございます。 
 産廃Ｇメンの活動としては、１４年度の実績として、表にまとめてあるとおり、調査数と行政指

導は、こういった数字になっております。 
 一番下の方に図を示してございますが、特に下の方、「産廃スクラム２７」ということで、平成

１２年に設置しております。これはいわゆる広域監視体制ということのために、近隣の自治体との

連携が非常に重要であるということで結成したものでして、関東甲信越及び福島、静岡のエリアの、

産業廃棄物の権限を持った自治体２７が集まりまして、相互の情報交換等を行っております。 
 続きまして、資料２－３ですが、これはエコトライ協定ということで、排出事業者（建設業）、

処理業者が法律で規定されている以上の取組を行うことを都と約束するものであります。その模範

としての取組については公表しているということで、詳細については表にまとめてございますので、

説明は省略させていただきます。 
 それから、次に資料２－４ですが、これは平成３年から行っております、産廃の適正処理や減量

化・リサイクルを推進するために、排出事業者、処理業者、都の三者で構成する検討の場を設置し

て、そこに三つの専門部会を設けております。４回にわたって、具体的な行動計画を策定したり、

講習会、見学会というのも実施しております。名簿等については下に記載のとおりでございます。 
 それから、資料２－５をごらんいただきたいと思いますが、これは医療廃棄物適正処理モデル事

業ということで、排出事業者である医療機関と処理業者が連携して、医療廃棄物の収集運搬から処

分に至る適正な処理システムの構築を目指す試みということで、大きな特徴は、現行のマニフェス

ト制度に加えまして、廃棄物処理の追跡システムを導入することで、より透明性を高めているとい

うことでございます。 
 下の図にありますように、簡単にご説明しますと、医療機関が、この感染性廃棄物を排出する際

に、バーコードで読み取りをして、環境整備公社のデータベースに送られてくると。この廃棄物が

中間処理業者にわたったときに、またバーコードで読み取って、これがデータベースに送信されて、

医療機関はかなりリアルタイムに近い形で、この処理状況の確認ができるというようなシステムに

なっております。 
 以上が都の取組でございます。 
 続きまして、資料３－１からは、産業廃棄物に関する情報提供の仕組みについて幾つかピックア

ップしてございますが、資料３－１は、都のホームページでできる検索システムということで、都

の許可を有する処理業者の情報をインターネットで検索できるようになっております。項目として

は、許可番号、業の種別等、検索の表ページをここに記載してございますが、ここにあるような項

目でもって検索ができることになっております。ただ、これについては、許可を持っているかどう

か、それから、扱える廃棄物の種類は何か、それから、許可期限は切れていないかどうかといった

ことまでのチェックはできますが、それ以上、適正処理のチェックとしては項目が不十分であると

いうのが現状であります。 
 それから、資料３－２、これは処理業者の同じく検索システムですが、産業廃棄物処理事業振興

財団が運営しております。全国版のシステムで、全国約５万６，０００社、１４万件の施設の検索

が可能ということで、もととしては、自治体が公開している許可名簿、あるいは処理業者の自主的

な意思により提供された情報というのがもとになっております。 
 真ん中の右の方に、○閲覧できるデータというのが記載してありますが、まず許可情報というの

があります。これは先ほどの都のホームページと大体同じような項目ということですが、さらに、

経営情報、事業情報というのがありますが、この経営情報、事業情報については、事業者が自己申

告したものについてのみ検索できますと、見ることができますという状態になっております。これ

につきましては、四角囲いの○の４番目ですが、データベース自体が平成１２年ごろの作成であり

ますということで、一番下の○ですが、振興財団に聞いたところでは、現時点で処理業者が自社デ

ータを登録更新するという形になっています。そのためのＩＤ・パスワードの登録を行っているの

は約３，０００社ですと。それから、経営等の情報まで掲載している処理業者というのは１，００
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０社未満ですというような現状にあります。 
 裏面は、経営情報がどんなものかという例を示してございます。 
 それから、資料３－３に行きますが、これは医療廃棄物についての適正処理推進プログラムとい

うことで、全国産業廃棄物連合会がやっている、いわゆるＡＤＰＰというシステムでございます。

これは専用のチェックリストがありまして、処理業者がみずからの処理についてチェックすると。

結果については、この連合会のホームページを通じて公表すると。連合会は、立入を実施するとい

うようなことで、平成８年４月に開始されたものであります。図の左下にありますが、ＡＤＰＰ参

加処理業者というのは、全国で、今、７１社ということであります。ただ、このシステムにつきま

しては、この連合会というのは処理業者の集まりですので、第三者による客観的な評価制度ではあ

りませんということは言えるかと思います。 
 それから、恐れ入ります、資料３－４、横長の資料です。これは東京都への排出事業者、処理業

者からの報告制度が、今、どうなっているかというのをまとめた図でございます。図の一番左側を

見ていただきますと、これは法に基づく排出事業者からの報告、それから真ん中は、条例に基づく

排出事業者からの報告となっております。法に基づく報告につきましては、報告対象が記載してあ

りますが、廃棄物の発生量が一定量以上の、いわゆる多量排出事業者が対象となっております。報

告項目につきましては、記載のとおり、発生量、再生利用量等々についての報告をしていただいて

いるということで、この提出された報告書については１年間の縦覧制度によって見ることは可能だ

ということになっております。 
 それから、真ん中の条例に基づく報告ですが、これについては、報告対象は記載のとおり、資本

金や従業員数等によって一定規模以上の事業者というのを対象にしております。報告項目について

は、発生量、処理量等になっておりまして、これについてはあくまでも集計値を公表しているとい

うのが現状であります。 
 それから、もう一つ、右側ですが、これは処理業者からの報告の制度であります。これは要綱に

基づきまして、いわゆる処理業者を対象に行っておりまして、報告の項目としましては、種類別の

処理量といったものを報告してもらっています。これについても、集計値については公表している

という制度になっております。この都への報告については、いずれも主目的はデータ収集というと

ころにありまして、適正処理のチェックとしては項目が不十分ではないか、あるいは公表する仕組

みとしてははっきり制度化されていないというのが現状の課題であろうかと思っております。 
 あと、参考１と参考２、参考３につきましては、詳細な説明は省略いたしますが、参考１は、建

設リサイクル法というのが昨年５月に施行されました。これに基づく指導や行政処分状況をまとめ

てあります。 
 それから、参考２ですが、これは環境省の調査委員会が処理業者の格付手法について検討をしま

した。それの概要をまとめてございます。 
 それから、参考３は、これは建設九団体の副産物対策協議会というところが処理業者選定のため

の手引きというのを出しておりまして、その概要をまとめた資料でございます。 
 資料の説明は以上です。 

 
【小泉部会長】 今、産業廃棄物処理の現状と課題ということで三つの項目、不法投棄の現状と東京

都のこれまでの取組と、それから、産業廃棄物に関する情報提供の仕組みということでご説明いた

だいたわけですが、三つ、項目がございますので、各項目、おおむね１５分程度、順次議論してい

きたいと思います。 
 最初、（１）の不法投棄の現状について議論をお願いいたします。質問なり、あるいはコメント

なり、ご意見を賜ればと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 
 いかがでしょうか。 

 
【中杉委員】 資料１－７で、排出事業者の責任が入っていますけれども、マニフェストの交付・管

理ということで、その下に最終処分までの確認というのがありますけれども、これは書面上の確認

ということですが、どこまで確認を求められているかということを教えていただければと思うんで

すが。 
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【片岡産業廃棄物対策課長】 これはマニフェストでいえば、Ｅ票といいまして、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの、

Ｅ票、最終処分場まで行ったものが排出事業所にも戻ってくるということで、その戻ってくる確認

をしていただくというのが一義的な……。 
 
【中杉委員】 義務として求められている、違反になるかどうかというのは、その書面が揃っていれ

ばＯＫだというのが今の現状だということですね。 
 
【片岡産業廃棄物対策課長】 さらに詳しく言いますと、平成１２年度の法改正で、トータルでの注

意義務というのが排出事業者に課されまして、それについては、ストレートな、どこまでやれば排

出事業者の責任が全うできるかというのが非常にあいまいな部分もあるわけですが、そういった注

意義務というのも最終処分までかかっているというのは確かにございます。 
 
【芳賀委員】 資料１－３で、スーパーエコタウン事業についての概要が書かれているんですけれど

も、これにを見ますと、ＰＣＢと、あと、ガス発電のほかに、静脈産業を張りつけるというような

イメージなんですけれども、福岡のひびき灘というものを都有地に建設するというふうな考えでよ

ろしいのかというのをご確認したいのが１点と、あと、資料１－４で、ちょっと私もこの事件を知

らなかったんですけれども、廃棄物でＲＤＦが含まれているんですが、これは製品化されたものな

んでしょうか。本来これは売却されるものだと思うんですけれども、それが売れなくて廃棄に回っ

たのかというのをお聞きしたいんですが。 
 
【松本参事】 それでは、スーパーエコタウン事業、福岡のエコタウン事業ということで、国の計画

に基づくものであります。東京都の場合は、ちょっと名称を変えておりまして、スーパーエコタウ

ン事業ということになっておりまして、この全文がここに書いてございませんけれども、都市再生

プロジェクトの一環として、ごみゼロ協議会という場で先に旗を振られてやってきておるものでご

ざいます。都有地を購入していただきまして、各事業者さんにリサイクルと廃棄物処理施設をつく

っていただくと。新たな環境産業の立地という観点からやっております。性格は似ていると思いま

すけれども。 
 
【片岡産業廃棄物対策課長】 あと、２点目のご質問の、資料１－４のＲＤＦのお話ですが、埼玉県

の中間処理業者、県南衛生というのがそもそもＲＤＦにする施設というのを持っております。一た

んここでＲＤＦ化したものが、この青森、岩手の県境に不法投棄されているというのがＲＤＦの例

です。ほかのものについては、中間処理をせずに、そのまま横流しして処分していたというものも

ございますが。 
 
【芳賀委員】 ＲＤＦについては、製品が投棄されたというわけではなくて、途中で出てきた処理で

きないものが捨てられたということですか。 
 
【片岡産業廃棄物対策課長】 いや、少なくとも、ここの県南衛生では、製品にするためのＲＤＦの

施設は持っていますので、そこの処理まではしたわけですね。それが青森、岩手で捨てられていた

と。 
 
【芳賀委員】 要するに売れなかったということですか。本当は製品にしたいんだけれども、売れな

かったから捨てられちゃったということですか。 
 
【片岡産業廃棄物対策課長】 この辺のお話は、少し話し出すと長くなるんですが、要は、県南衛生

はお金に困ったということがあります。その一つの理由が、ＲＤＦ施設をつくって、その投資額を

回収できるだけの需要がなかったということが現状にあって、その辺がきっかけになってこの不法

投棄、三栄化学工業と共謀してやるという大きな原因になっておりまして、そこのポイントの一つ
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がやはりＲＤＦだったということは言えると思います。ですから、その持って行き場がなくて捨て

たということだと思います。 
 
【大島委員】 中杉委員の先ほどの質問とちょっと関係してくると思うんですけれど、スーパーエコ

タウン事業の中で、先ほどのマニフェストの問題が出て、書面なんですかということで、大体そう

なるようなお答えだったのかなと思うんですけれども、ここで処理に伴って廃棄とか、汚染物の管

理についての監視はあくまで伝票のみなのでしょうか。というのは、自己申告だけで、都の方は、

これに対していろいろな監視業務とか、独自での立入調査とか、検査とかということに関しては、

おやりになるつもりがあるのか、ないのかをお聞きしたい。 
 
【片岡産業廃棄物対策課長】 資料２－１でちょっと書いてございますが、いわゆる排出事業者に対

する指導というのをやっている中で、今、お話のあった、マニフェストをきちっと書いたり、保管

しているかといったようなこととか、委託契約書をちゃんと結んでいるかといったことについては

チェックしております。 
 
【大島委員】 それは先ほどのことだから…要するに、書面でＯＫと出ていても、荏原の問題もあり

ましたよね。書面上は全然、ダイオキシンは出ていないはずだったんですけれども、実際にはかな

りの汚染が出ていたというようなことがありますよね。だから、心配なのは、書面は幾らだって適

正基準の数値は書き込めるけれども、実際にそれをだれが監視するか、検査するかとなったときに、

とても難しいのかなと。それを都がおやりになるつもりがあるのか、それとも伝票が回ってきて、

これがＯＫだったら、それだけでＯＫというような認識でなさるのか。 
 
【福永廃棄物対策部長】 マニフェストというのは、東京都がチェックするのではなくて、もともと

産業廃棄物というのは事業者責任ということで、事業者がみずから処分しなければいけないという

大原則があります。そういう意味では事業者として、委託してもちゃんと最終的に適正に処分され

ているかどうかをきちっと管理をしていく責任がありますよという基本的な流れでございます。都

の方は、そういったスーパーエコタウンの事業ですと、中間処理施設に当たるわけですね。基本的

にはリサイクル施設なので、どんどん燃すとか、どんどん処理をするという施設ではなくて、ここ

に書いてございますように、リサイクルをして、リサイクルをしきれなかった残渣物として出てく

るものは適正に法にのっとって処理していただきますよというシステムでございます。したがって、

そういった産業廃棄物の方は一般廃棄物と違いまして、行政が直接マニフェストをチェックすると

か、全件をチェックするというわけにはいきません。その辺についてはいろいろ周りの近隣の方か

ら苦情があったものとか、あるいは中間処理施設については、毎年全件は回れませんのでローテー

ションで、３年ぐらいでひととおり回るとか、あくまでもそれが適正に行われているのかをチェッ

クするという形でやっているということでございます。基本的には事業者みずから、廃棄物処理法

に基づく法的な責任があるということでございます。一般廃棄物の場合とは基本的に、行政の関与

の仕方が、自ら処理するというふうになってございませんので。 
 
【松本参事】 多分、スーパーエコタウン事業、東京都がみずから実施者としてやるというふうに思

われたかと…。違いますか。 
 
【大島委員】 それは違います。ですから、どう説明したらいいかな。要するに、うちの子供なんか

は、口頭では成績がよかったよとか、５だったよとかと言うけれど、成績をもらってきたら３だっ

たということはよくあるわけですよね。それって、自己申告というのは、よくそういうことがある

けれども、では、実際は３じゃないかというのはだれが見るのかなと。たまたま学校という管理者

が息子の場合にはいますから、本人は５だと言っても、３は確実に出て、親はわかるわけですけれ

ども、そういうことができるんですかっていうことを聞いているんです。 
 
【中村一般廃棄物対策課長】 廃棄物処理法に限らないんですけれども、環境法令の中で、大気汚染
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防止法とか、水質汚濁防止法とか、たくさんございます。その中で、この場合はすべてが該当する

かはわかりませんけれども、その中で立入調査権というのがございます。その中で、立入調査とい

うのは、ただ行くだけではなくて、場合によっては環境測定をするという項目もございます。です

から、その立入調査権の中で、今のお話のように、書類審査だけではなくて、行政が測定をする場

合もあるという形でございます。ただ、この中で、このスーパーエコタウンの施設の中で、どれが

例えば大気汚染防止法に該当するとか、水質汚濁防止法に該当するとか、あるいは廃棄物処理法に

該当するかというのは、廃棄物処理法は該当しますけれども、それについてはまた別の話という形

になります。 
 
【福永廃棄物対策部長】 基本的には、これはリサイクル施設なので、事業者自ら、小・中学生に見

学をしていただくとか、地元の方にも情報公開するという形です。むしろこういった今出ましたよ

うに大気の状態、騒音の状態というのも、事業者自ら、また我々の方からも情報を開示するという

全国に先駆けたモデル的なリサイクル施設として建設してくださいよということで、事業実施計画

というのを都の方が調整をしながらやっております。我々としてはこのようなリサイクルのモデル

施設という、むしろ積極的な位置づけでやっているということでございます。破砕して、そのまま

埋め立てたりする、いわゆる一般的な産業廃棄物施設とはちょっと違う位置づけだとご理解をいた

だければと思います。 
 
【大島委員】 それはよくわかった上で、処理をするということに関していえば、やはりそれに伴っ

て、廃棄とか、いろいろな残渣についての問題というのが出てくるんじゃないかなという、ちょっ

と心配があるので、それがもし出てきた場合の、最終責任は多分ここにあると思うんですけれども、

都ではないんですけれども、都民の方としては、こういうところで空気がちょっと臭いんじゃない

とか、臭気の問題なんかがあったときに、都に言ったときに、都はそこのところをやってくれるん

ですかということで、今のお答えでわかります。 
 
【福永廃棄物対策部長】 法律による適正な規制値を設けていただいて、それについて自ら管理をし、

情報を開示していただくという形で、単に法律の基準に該当していれはいいのだというレベルでは

ありません。もう少し上のレベルを目指してくださいということで事業を進めているというのが実

態でございます。 
 
【小泉部会長】 大島委員のご発言の内容で、実際どこまで見てくれるんだという、そういうお話だ

と思うんですが、恐らく立ち入り検査にしても相当大変な労力を要するというふうに思いますし、

そういう意味では、都の環境局の要員というんですか、人数もいろいろあって、今の何十倍でも足

りないかもしれませんけれども、その中で、できるところからやっているという現状だと思います

が。 
 そのほか、ご意見、ございますでしょうか。 

 
【藤山委員】 私は詳しい知識とかを持ち合わせていないんですが、今の説明を聞いていまして、資

料１－４のように、排出事業者に報告を求める文書を、都内で３，５２６事業者に送付していて、

４社に対して原状回復とか、随分、これを見ていて少ないんだなというのがはっきりした印象なん

ですね。次のところでも、１５年６月６日に排出事業者に対し、行政処分を行うのは今回が初めて、

そういうものなのかというのが思いなんです。いろいろ見まして、東京都が行った行政処分件数と

いうのは、１４年度に抜きん出ているのは、これは産廃Ｇメン取組を１４年度に設置したから、こ

のような数字が出ているのかなと想像するんですが。生活を普通にしておりまして、ごみを出して

おりまして、こんなものなんだという思いが非常にあるんですね。何でもっと厳しくできないのだ

ろうかという単純な思いが私はあるんですが、今の不法投棄の現状を見ていて、何でこれだけの件

数しかできないのかななんて単純に思ってしまうんですが。このＧメンの取り組みとかをもっとふ

やしていく方向に東京都はあるんですか。 
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【福永廃棄物対策部長】 基本的には青森、岩手のお話、４社というお話ですが、これについてはさ

きほどから申し上げていますように、一義的には、三栄化学工業という処分業者、それから、県南

衛生という埼玉県の中間処理業者の不法投棄が原因ということです。まずそちらの方の責任を追求

したら、両方とも命令を出したのですけれども、倒産をしたと。そういう中で、青森県と岩手県の

方では大もとである排出事業者の方に、法にのっとって、ちゃんと契約しているかどうかというこ

とを、その１万何件を含めて、いろいろ調査をしました。その結果、まず許可を持たない業者に委

託をしたという実態が明らかにわかった排出事業者について調べたら、都内では４社あったという

ことです。第一次としては４社をやったということで、そういう中で、いろいろその排出事業者が

どういう契約をしていたか、その当時の法律とか、現状に照らして、地道に調査をした上でやらな

ければいけないということでございます。これで終わりというわけではなくて、排出事業者が果た

して適正な契約をしたかどうかということを、実態調査しながら排出事業者の責任をとっていると

いう実態でございます。 
 それから、都の方で、１４年度に産廃Ｇメンという組織をつくりましたけれども、これも先ほど

の全国的な不法投棄の現状ということで、都の例も今回は二つ挙げさせていただきました。ご案内

のとおり、東京都では１０トン以上の不法投棄というのはゼロということでございまして、基本的

には、千葉県であるとか、あるいは関東、先ほどから申し上げていますように、そういった他県の

方で不法投棄というものが実態として出ているということでございます。したがいまして、都の方

は、そういったところから、排出事業者をたくさん抱えているという連携の中で、他県がそういっ

た調査をするにあたって協力をして勉強をするということでやっています。他県の方がそういった

命令をかけたり、処分したりするわけで、私どもの方は、そういったところで都内の処理をしてい

る業者について、法にのっとって適正な、法に違反している場合は許可の取り消しであるとか、事

業停止をしているということでございます。他県の方で不法投棄されたものは、基本的には、不法

投棄された県の方の調査に基づいて、そういった他県の方が基本的に処分をするという形に流れと

してはなるということでございます。 
 
【小泉部会長】 不法投棄につきましては、大分法律も以前に比べて厳しくなってきましたし、この

排出事業者の責任というのも問われるような時代になっていますので、恐らく今までのような、安

かろう、悪かろうですか、そういう方向ではなくて、大分違ってくるとは思います。今、東京都の

現状といいますか、そういう産廃に対する、これまでの取り組みの話の内容にも絡んでまいりまし

たので、その審議の２番目の、東京都のこれまでの取組についても含めて議論を進めたいと思いま

すが。 
 
【野口委員】 今、お話のあった、資料２－１の、３、処分の状況のところなのですけれども、私は

１３年に要綱ができてから随分と数がふえて、むしろ行政の努力があらわれているんじゃないかな

というふうに受けたんですけれども、これに関連して、１４条の、更新をする際に、更新制度がど

うなのかという議論がありますが、更新申請の拒否の事例のデータというのはございますでしょう

か。 
 
【片岡産業廃棄物対策課長】 許可の更新…。私の記憶ではないですね。ここのところ。 
 
【野口委員】 そうすると、それは許可の更新を拒否するような事例がなかったから。 
 
【松本参事】 許可要件というのは法律で決まっていますから、それに合致していれば基本的になる

ということだったのが原則だと思います。事例があったかどうかは、今、調べていますけれども。 
 
【野口委員】 例えば法律に触れるような排出事業者については、全部、この法の網の中で、許可を

取り消しするなり、もしかしたら更新を拒否するなりして頑張っているけれども、この数であると

いうふうに受けてよろしいんですか。 
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【片岡産業廃棄物対策課長】 先ほどの更新許可あるいは許可の段階での、いわゆる不許可処分があ

るかということですが、ちょっと、今、手元に詳しい資料がないのですが、事例としてはあること

はあります。数件というレベルですけれども。それは、要件を満たさなかったということでの事例

はございます。 
 
【芳賀委員】 すみません、ちょっと話が戻るんですけれども、スーパーエコタウンについては、次

回、もうちょっと詳しい資料を出していただければと思いますので、お願いしたいと思います。 
 あと、資料２－５の、医療廃棄物の処理のモデルについてなんですけれども、もしおわかりでし

たら教えていただければと思うんですけれども、３点ぐらいちょっと気になるところがございまし

て、まず、医療機関が廃棄物を業者に渡すときに、中身がどんなものかというのはしっかりディス

クローズしているのかなと、説明しているのかなという気がしまして、例えば病原菌があるとかな

いとかというところも含めて、医療機関の方でもしっかりチェックしているのかなということと、

あとは、受けた廃棄物について、処理業者は手で分けたりとかということはしていないんだろうな

と思うんですけれども、例えば手で廃棄物を触ったりとかというようなことが実際に行われている

のかどうかということ。 
 それと、あと、３番で、こちらの図の中では焼却というふうになっているんですけれども、埋め

立てしてしまうようなことがないのだろうかと、この３点について、教えていただければと思いま

す。 
 
【片岡産業廃棄物対策課長】 まず１点目ですが、医療機関のチェックはちゃんとなされているかと

いうことですが、医療機関も排出事業者の一つでありますので、それは法にのっとってやっていた

だくということになると思います。ただ、医療廃棄物の場合は、感染性かどうかという非常に難し

い問題もありますので、お医者さんにその分別が任されているという部分もあるのは事実です。で

は、どれぐらい適正の比率がというのは、ちょっとそういう数字は持ち合わせていませんが、何か

問題があれば、行政処分なりという形に乗っかってくるという話になると思います。 
 それから、２番目の、処理業者さんなりが手で触って云々というお話ですが、このモデル事業に

ついてもそうですが、いわゆる感染性の廃棄物ということで、注射針とか、血液とか、そういった

ものですので、出すときから密閉容器で出していただくと。運ぶ車も、保冷車といいまして、温度

の低い車に乗せて運んでもらうという特別の管理が必要とされていますので、途中であけるとか、

そういった性質の廃棄物にはなっていないというものです。 
 それから、３番目に焼却されていない例はあるのかということですが、いわゆる感染性廃棄物の

処理の方法というのは、たしか四つほどに限定されていまして、簡単にいうと、焼却なり、溶融す

るということに限られております。そうじゃない場合というのは、まさに先ほどご紹介した、青森、

岩手の不法投棄の現場などに注射器がまざっていたとか、だから、焼却されていない例というのは

不法投棄の事例になるということになるかと思います。 
 
【芳賀委員】 非常にこの点は恐いと思いますので、病院や医療関係についても、ぜひともお時間を

きついと思いますが、立入等でチェックをしていただければと思います。 
 
【野村委員】 またスーパーエコタウンの話でございますけれども、建設系の混合廃棄物のリサイク

ル施設が３施設ほどございますね。この三つを合わせますと、キャパシティーから行きまして、東

京都、産業廃棄物レベルでいきますと７５％ぐらい県外処理をされているということですけれども、

混廃レベルで行きますと、都内から発生するもの、大体どのぐらいが、この３施設で消化できそう

かなとごらんになっていらっしゃいますか。 
 
【松本参事】 ３施設合わせて大体１日当たり２，０００トンぐらいになるのですけれども。これで

年間稼働日数をやりますと、多分、３００日稼働ぐらいと見込みますと、６０万トンぐらいになる

と。そうすると、大体、数字の上ではちょうどバランスするのかなというふうに考えております。 
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【野村委員】 バランスということは…。 
 
【松本参事】 ７０。 
 
【野村委員】 ということですか。なるほど。そうですか。 

 それから、もう一つ、ＰＣＢの無害化施設なのですが、これは、今、トランスコンデンサーとい

うことは、オイルですよね。そうしますと、ＰＣＢの混合物の処理はできないということですね。 
 
【松本参事】 ＰＣＢの混合物とおっしゃられますと、どういったものですか。 
 
【野村委員】 例えば、ある物質の中にＰＣＢが含まれてしまっていると。例えば我々建築業界から

いけば、建築に使われてきた、材料の中に含まれているとか、そのようなことが、ちょっと前に新

聞記事に少しありましたけれど。 
 
【松本参事】 技術的な検討もあるかと思いますけれども、今回は受入対象物を限定して事業計画を

立てておりますので、今後の課題かなと思います。 
 
【藤山委員】 医療廃棄物なのですが、この資料が送られてきまして、私なりにちょっと考えてみた

んですが、笑われてしまうかもしれないんですけれど、家庭から出た医療器具、注射針などは、不

燃ごみとして処理されるということを聞きましたが、非常に危険だし、何か考えなければいけない

のかなと思いまして、病院などで回収することはできないんでしょうか。モデル病院みたいなのを

つくりまして、安全な容器、プラスチックとかを渡して、何回も使い回しできような容器を東京都

なりなんかが考えて回収し、それを産業廃棄物として処理できるようなシステムづくりみたいなも

のを、東京都から発信できるような、そういうシステムというのはあるんでしょうか。また、なけ

れば、つくるように動ける体制ってつくれないのでしょうか。 
 
【中村一般廃棄物対策課長】 実は、今おっしゃるように、在宅医療廃棄物、特に使用済み注射針に

つきましては、収集現場で事故が起こったりとか、いろいろ問題になっております。東京都は従前

から医師会の方に働きかけまして、病院での回収を進めていただくというのを一つやってございま

す。それから、昨年からの取組でございますけれども、病院で回収する、あるいは訪問看護ステー

ションで回収するというルートはもうつくっておりますけれども、薬局でも処方せんで、例えばイ

ンシュリン注射の注射器等を買うということがございますので、薬局ルートでも回収しようという

ことで、私どもの方から東京都の薬剤師会の方に働きかけをしまして、昨年の１１月から練馬区と

杉並区の薬局で回収を始めているというところでございます。今後、私どもとしては、東京都全域

で薬局ルートの回収も広めてほしいという働きかけをしておりまして、今、都の薬剤師会の方で拡

大を検討しているということでございます。ですから、病院、あるいは訪問看護ステーションを通

じて治療する場合、あるいは処方せんで薬局から購入してお家で使っていただく場合、その三つの

ルートについて、それぞれ回収ルートをつくるというような働きかけを、今、しているところでご

ざいます。 
 
【藤山委員】 その回収する際に、安全に持ってきて、また安全回収できるような、そういう体制に

なっているわけですか。 
 
【中村一般廃棄物対策課長】 ちょっと細かいところをお話しいたしますと、今、つくっています薬

局ルートでは、注射器あるいは注射針をお買いになるときに、耐貫通性のあるプラスチックの容器

を一緒にお渡しをして、いっぱいになったら薬局の方にお戻しいただくと。その容器を薬局は地区

管理センターという薬品の保管庫を皆さん持っておりますので、そこに、１カ所に集めていただい

て、特別管理産業廃棄物の処理業者にお渡しをして適正処理をしていただくという形のシステムを

つくっております。それにつきましては、今、薬剤師会からもご報告を受けていますけれども、今
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のところ特に問題はないというような話は伺っております。 
 
【大島委員】 今、お話に出た練馬区に住んでおりますので、薬局の方でちゃんと張り紙がしてあっ

て、注射針を回収していますので、薬局にお持ちくださいというのが、私も、このごろ気がついた

んですけれど、出てくるようになったので、ちょっとそのことについては安心だなというふうには

思っています。 
 
【中杉委員】 資料２－１で、都内の事業所の総数が書いてありますね。これはかなり、全体、産業

廃棄物を出す事業所としては大き過ぎるんだろうと思いますので、もう少し業種で考えれば、いわ

ゆる産業廃棄物でなくて、事業系一廃でも不法投棄は不法投棄だという話になるのかもしれません

けれども、少し絞り込んでみる必要があるのではないかと。そうしないと、この数字は余りにも立

入しているところの件数が少なくて、一般にいえば、事業系一廃に絡む事務所の数が、この事業数

のかなりの部分を占めていると思うんですね。そういう意味では、少しそういう形で整理をしてい

ただけるとよろしいのかなと、それが一つです。 
 それから、もう一つ、先ほどの話に少し絡むんですけれど、東京都はたしか産廃、大手のところ

ですけれども、廃棄物の処理計画を事業者につくっていただいていますよね。それをどういうふう

にフォローしておられるのか、これも一応届出だけなものですから、そういう計画をつくられる事

業者の方は、こういう不法投棄とは関係ないのかもしれませんけれども、そういうところも先ほど

のお話の中でいえば、どういうふうに、後、フォローして使っておられるのかということを教えて

いただければと思います。 
 
【片岡産業廃棄物対策課長】 まず、１点目の排出事業者数のとらえ方ですが、これは確かに非常に

悩ましいところがありますので、近似値ということでご理解いただければと思いますが。恐らく、

これを絞っていっても、四、五十万にはなると思います。 
 それから、もう一点の方ですが、排出事業者の報告のその後の活用というお話ですが、主な都で

の使い方としては、産業廃棄物量のデータ集計というようなことが主たる使い方になっていまして、

それに基づいて、例えば廃棄物処理計画のデータにしたり、あるいはその検証に使ったりとか、そ

ういったのが主たる使い方であるということです。 
 
【小泉部会長】 先ほどの中杉委員の立入件数と事業者数というんですか、だから、その事業者も本

当は、ちょっと危険な物が出そうなところはピックアップされるとよりわかりやすいかなという気

は私もいたしますが、いずれにしろ、相当な数があって、それをすべて立入検査ということはとて

も難しいし、この辺をどのようにこれからやっていくのかというところがなかなか難しいことだと

思いますし、みんながそういう不法投棄なんかは絶対させないような、そういうふうな雰囲気が出

てくるとよろしいんじゃないかというふうに思いますが。産廃自体、恐らく医療系とか、そういっ

たものは都の中でこれから完全に処理していくというふうなことでもございますので、都外に出て

いくようなものをどのように見ていくのか、その辺の監視体制というか、情報を開示しながら、そ

の辺をみんなが注目していくという流れがぜひとも必要かなというふうにも思います。 
 審議２の、東京都のこれまでの取組の議論をしてまいりましたが、もう一つございますので、そ

ちらに入らせていただきます。 
 産業廃棄物に関する情報提供の仕組みについてということで、これの議論をお願いできればと思

いますが、よろしくお願いします。 
 
【芳賀委員】 資料３－１で、検索のシステムがございまして、下のところに、登録車両番号という

ふうに書いてあるんですけれども、ちょっと私も自分で車に乗らないものですから、余り車を一々

見ていなくて恐縮なんですけれども、例えば産廃の運搬に使われているような車というのは、何か

マークみたいなものはついているんですかね。 
 
【片岡産業廃棄物対策課長】 ないです。 
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【芳賀委員】 特にないですか。というのは、例えば過去に行政処分を受けたり、事故を起こしたよ

うな業者さんについて、それを公表するような仕組みというのがあるのかどうかをお聞きしたいと

思うんですけれども。例えば食品の製造業なんかでも、過去に食中毒を起こしたりすると、それを

公表する動きがあるというふうにも聞いているんですけれど、他の業界でも、今、そういうふうな

動きになっておりますので、もしもそういうことが、今、行われていないのであれば、今後、予定

されているとか、その辺も含めてお話をお聞かせいただければと思うんですが。 
 
【片岡産業廃棄物対策課長】 都の場合は、行政処分をしますと、あわせて公表するという制度にな

っております。それから、ホームページ上も、過去の行政処分の実績というのを見ることができる

ように登載してあります。いつ、誰が、どういった違反を犯して行政処分を受けたかというのがわ

かるようになっております。 
 
【芳賀委員】 このシステムからはわからないのでしょう。 
 
【片岡産業廃棄物対策課長】 業者の検索システムとはリンクしていません。 
 
【芳賀委員】 わかりました。 
 
【野村委員】 今、まったくそのお話なのですけれども、東京都の方はそういった情報公開はされて

いるんですが、近県の不適格な業者さんですよね、そういった方たちも、結局は都内へ入ってきて、

生業をやっているというケースもあると思いますので、その辺の、近県とも連携をとった、不適格

者の開示といいますか、そのようなことが可能なのか不可能なのか、いかがなんでしょうか。 
 
【片岡産業廃棄物対策課長】 一つの可能性ですが、資料３－２でご紹介しました全国版の財団がや

っているシステム、これは実際上、更新とか、そういった面でまだ問題がありますよというお話も

しましたが、これがうまく、リアルタイムで網羅的なものになれば、その辺の県境を越えた、全国

的なデータというのは見ることができるのではないかと思います。 
 あと、都のシステムだけでいいましても、本社が他県にあっても、都内で収集運搬する以上は都

の許可が必要ですから、そういった意味では、この名簿に全部、都内でやる以上は載っかってくる

ということは言えるかと思いますが。 
 
【中杉委員】 先ほどの処理計画の届出の活用の話もあれなんですけれども、この資料３－４で、こ

の報告というのは、そこら辺の計画の中身なのかなと思いますが、私が今専門にしています化学物

質の話ですと、ＰＲＴＲ制度ができて、同じような考え方なんですけれども、個別の事業所のデー

タも全部公表されるから、自分たちで自主的に削減していこう、管理をしっかりしていこうという

のは今の流れになっているんですね。そういう意味では、この制度というのは、廃棄物の方はまだ

まだ非常におくれているなと。全体の集計をとるというだけではなくて、個別について出していく

ということが一つの検討課題ではないかと。この後の議論になるだろうと思いますけれども、一つ

の方策としては、そこら辺も少し変えていくということが必要ではないかというふうに思いました。 
 
【小泉部会長】 今後どのような形で、どのようにやっていくのかというところですよね。それと、

いいところもやはりちゃんと褒めてあげないといけないというふうに思うし、いいところ、悪いと

ころ、きちっとわかるような公表の仕方というのですか、その辺を、ＰＲＴＲなんかはどんな形な

んですか。 
【中杉委員】 ＰＲＴＲは、いいところを褒める、褒めないじゃないんですよね。基本的に出してく

ださい。努力していけば減っていきますよと。毎年、毎年の報告量、数字の報告だけですので、先

ほど大島委員が言われたような話がどうしても残るんですけれども、報告をしていただく、そうす

ると努力していくところは減っていく。減っていけば、この企業は努力しているんだなと。そうい
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う意味で競争していくというような形で、絶対値で比較するということもなかなか難しいですよね。

業種が違ったり、規模が違ったり、横並びの比較をするというのは難しいので、それぞれがどうい

った努力をしているかという方向で見ていくということだろうと思いますので、もう少し量的な削

減の話と、あとは、もう少し、実際には、どこへ、どう処分していますかという計画かもしれませ

んけれども、そういうふうなところまで情報として、社会が見ているよというのをつくっていくと

いうのも、一つの、こういう問題、不法投棄を抑制していく重要な方策ではないかなと思います。

なかなか難しい面がいろいろあると思いますけれども。 
 
【小泉部会長】 ありがとうございました。 
 
【芳賀委員】 参考２のところなんですけれども、これは環境省さんがやられているということなの

で、直接東京都さんは関係ないかもしれないんですけれども、この調査についても、もう少し詳し

いものがあれば、次回、お願いをしたいというふうに思うんですけれども、仮に、環境省さんの方

でこういうものをつくった場合には、東京都の施策もこれに引きずられるようなことになるのでし

ょうかということなんですが。例えば格付、今、一般の企業の格付もいろいろと公表されたりして

いますけれども、例えば株式の投資をする場合と、社債の引き受けをする場合の格付でも全然項目

が違うわけなのに、全体的なものを盛り込んで、チェック形式でもってやろうとすると、出てくる

格付というのは大分実態から離れたものになると僕は思うんですよ。ですので、これに引きずられ

るということは、僕はすごく危険なような気がしているんですけれども、いかがでしょうか。 
 
【片岡産業廃棄物対策課長】 いずれにしろ参考２というのは、紙１枚で概要としてまとめたもので

して、いろいろ細かい話は報告書というのがございます。７７ページほどある報告書がございます

ので、これはそういったご要望でしたら、お渡しすることはできると思いますが。 
 
【野口委員】 今の中身についてはいろいろ問題もあるかと思うんですが、一概に情報開示とか情報

を公表するといった場合に、法に触れる業者がいたかどうかをチェックするための情報開示と、そ

れから、よりよい、適切な業者を選定するための情報というのは何なのかという視点は非常に重要

だと思うので、きょう、参考２に入っている資料というのは、そういう適切な業者なのか、不適切

な業者なのかというような指標を情報開示の中に取り入れていく必要性があると。その一つのモデ

ルとして、今、環境省がこういうのを考えられていますという意味では非常に重要な資料なのかな

というふうに受けました。行政法とか、行政の観点からすると、悪いものを排除しようという情報

開示というのは非常に議論があるところなんですけれども、よりよいものをどういうふうに判別し

ていくかという視点も非常に重要なのではないかなというふうに思います。 
 
【大島委員】 戻るようで申しわけないんですけれど、今の野口委員のお話とかかわるかなと思うん

ですけれども、エコトライ、東京都でやられていて、建設業でいいものをやっているものは開示し

ていこうというのがありましたよね。エコトライ協定って。これを見ると、都内にある資本金５億

円以上の建設業者というふうに決めちゃっていますけれども、逆に、中小の建設業の方は５億円も

あるんだから処理ぐらいはきちんとしろよというぐらいのところがあるかなと思うんですね。こう

いう契約の仕方じゃなくても、それこそ自己申告制で、自分のところはこれだけこういうふうにき

ちんとした処理をして、こんなに事業費が少なくてもきちんとやっているんだよというようなとこ

ろがあるのだったら、やっぱりそういうのを奨励するような形で、いろいろと東京都が公表してい

ってあげるというのは、ある意味、親切なのかなと思うので、多分中小業者までやったら、東京都

は全然もう何もできないよっておっしゃると思うので、本当に自己申告制でいいと思うんですね。

私のところはこんなふうにうまくやっていますというような、何かそういうようなことをやってあ

げて、企業が元気になれるような部分というのもあってもいいかなというふうに思いました。だか

ら、このエコトライ協定自身はすごくいい試みだなというふうに受けています。 
 
【小泉部会長】 どうもありがとうございました。いろいろ意見をいただきました。 
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 そのほか、全体として何か、きょうおっしゃっていただくことはございますでしょうか。いろい

ろ今まで、それぞれいろいろな有益なご意見をいただいたわけですが、いかがでしょうか。よろし

いでしょうか。 
 本日のこの議論を踏まえまして、次回の部会では適正処理確保に向けての新たな取組などについ

てご議論をいただきたいと考えております。やはり産業廃棄物の適正処理というのは非常に重要な

ことでございますし、どのようにやっていったらいいのか。あと、情報公開とも絡めて、どのよう

な方向性を見出すのか、次回以降、少し詰めていければと、このように思っております。 
 よろしいでしょうか。後、意見がないようでありましたら、ちょうど予定の時刻ということでご

ざいますので、本日の部会はこれで終了させていただきたいと思います。 
 事務局から、何か連絡事項はございますでしょうか。 

 
【銀林計画課長】 次回の部会の日程についてお話しさせていただきたいと思っています。今、各委

員の方々にご都合をお伺いしているところでございまして、決まり次第、早急に事務局の方からご

連絡をさせていただきたいと思っております。 
 なお、本日、席上に前回の総会の議事録をお配りしてございます。お持ち帰りいただきたいと思

います。これにつきましては、来週中には都のホームページに掲載をされることになると思います。

よろしくお願いをしたいと思います。 
 以上でございます。 

 
【小泉部会長】 ありがとうございました。 

 本日は、お忙しい中、お集まりいただきましてまことにありがとうございました。本日はこれに

て閉会いたします。どうもありがとうございました。 
 

（午後０時３５分 閉会） 


