
 
東京都廃棄物審議会 

産業廃棄物部会 
議事録 

 
日時：平成１５年１０月７日（火） 

午後５時２９分から     
場所：東京都庁第一本庁舎     

北側３３階Ｎ６会議室    
 
【小泉部会長】 定刻にはまだ２～３分ありますが、芳賀委員と中杉委員は少々遅れていらっしゃる

というお話ですので、他の皆さんはお集まりですので、これから、第２回産業廃棄物部会を開催い

たします。 
 本日は、５時半というちょっと遅い時間帯で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。 
 それでは、審議に先立ちまして、事務局からの確認事項をまずお願いいたします。 

 
【銀林計画課長】 初めに本日の出欠席についてお知らせいたします。ただいまご出席の委員数はご

覧のとおり現在６名でございます。部会委員総数は９名でございますので、過半数に達しておりま

す。したがいまして、定足数を満たしていることをご報告させていただきたいと思います。 
 また細田委員につきましては、本日都合によりご欠席というふうに承っております。中杉委員、

芳賀委員につきましては若干おくれてくるということでご連絡をいただいていることをご報告をさ

せていただきます。 
 それでは、続きまして、お手元の資料の確認をさせていただきたいと存じます。 
 まず一番上に東京都廃棄物審議会産業廃棄物部会という資料があろうかと思います。それを１枚

おめくりいただきますと、裏側に座席表がございますけれども、議題として適正処理確保に向けた

新たな取り組みということで、資料１から５まで。資料１につきましてはＡ３の横で折り込みにな

っております。あとＡ４で資料２、３、４、５ということでご確認をいただきたいと思います。あ

と、このクリップの資料とは別に、産業廃棄物部会開催スケジュール案というものと、その次に、

第１回の当審議会の部会の会議録を置かせていただいております。 
 お手元、間違えございませんでしょうか。 
 あと、前回の廃プラスチック部会から、お手元にブルーのファイルを置かせていただいておりま

す。総会ですとか前回の部会でお配りいたしました資料をとじさせていただいております。必要に

応じてご覧いただければというふうに思います。なお、このブルーのファイルにつきましては審議

終了後、次回まで事務局の方でお預かりさせていただいて、また今回のものをそれに乗せて次回お

配りをするというような形でやりたいと思います。 
 事務局からは以上でございます。 

 
【小泉部会長】 ありがとうございました。 

 それでは、これから本日の議事に入りたいと思います。 
 本日の議題は、適正処理確保に向けた新たな取り組みでございます。 
 まず、事務局から資料の説明をお願いいたします。 

 
【片岡産業廃棄物対策課長】 産業廃棄物対策課長の片岡です。よろしくお願いします。 

 それでは、私の方から資料の内容についてご説明させていただきます。 
 まず、資料１、Ａ３の大判のものですが、ここに一応本日の議論のたたき台を集約してございま

す。資料２から資料５まではその補足資料というようなことでつくってございます。 
 まず資料１をご覧いただきますと、適正処理確保に向けての新たな取り組みということで、まず

左上に不法投棄の要因と。下に矢印で新しい施策の構築が必要ということで、これは本審議会の諮

問の内容を少し集約してここに記載してございます。 
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 不法投棄の要因としては、排出事業者側は価格優先で処理業者を選定、委託後は処理業者任せ、

あるいは処理業者任を選ぶための情報が不足していると。それから処理業者任の側としては、処理

能力を超える産業廃棄物を受け入れ、処理しきれないものを違法に横流しということで、新しい施

策の構築が必要ということで、排出事業者側、それから処理業者側という側面での、星印２つ表示

しておりますが、こういった検討をお願いしております。 
 左下ですが、キーワードとしてまとめますと、１つは意識づけ、２つ目に処理の透明化、３つ目

に効果的なチェックと、こういったことになろうかと思います。 
 それから、真ん中に新たな取り組みの方向案ということで、（１）から（３）までと、その他と

いうことで記載しておりまして、今日ご議論いただく中身というのはまさにここの部分になります。 
 右側は現状の課題と審議会での意見ということで、前回の第１回部会で都の取り組みの現状、そ

れから課題についてご議論いただきまして、その辺のまとめ、それから、意見というのが出されま

したので、その辺をまとめてございます。 
 まずその課題と審議会での意見の右上の方から見ていただきますと、排出事業者、処理業者から

の報告制度につきましては、課題として、まずデータの集計目的でのみ現在は使用していると。２

つ目に、適正処理への取り組みに関する事項がないと。３つ目に、公表の仕組みについて明確に定

められていないということが挙げられます。 
 審議会での主な意見としましては、１つ目に、都が聴取している報告書のフォローが必要だとい

うご意見。２つ目に、化学物質の例でのＰＲＴＲ制度の例をご紹介いただきまして、都で聴取する

処理計画も全体の集計目的だけでなく、公表することが１つの検討課題であると。それから３つ目

には、処理業者にホームページ上で実際の処理の状況を公開させるなどの取り組みがよいのではな

いか。４つ目に、都外に出るものの監視体制や情報を開示して皆で見ていくことが大切であるとい

うようなご意見をいただいております。 
 これを踏まえまして、新たな取り組みの方向の（１）ですが、排出事業者から適正処理への取り

組みに関する報告を求めるという案を提案しております。①に報告項目にこれを追加するというこ

とで、現在の報告では廃棄物量の報告が中心になっております。それから２番目に、都はこの排出

事業者の適正処理に対する取り組みを公表すると。未提出や虚偽報告の場合にもその氏名を公表す

るということで、現行は法対象の報告に関してのみ縦覧制度ということになっております。それか

ら３番目に、報告の対象を拡大するということで現行は約６００件の事業者が対象になっておりま

すが、これを約１，３００件まで拡大するという内容でございます。 
 それから、２番目（２）ですが、今度は処理業者から適正処理の状態を確認できるデータの報告

を求めるということで、１番目に保管・積替え施設を有する収集運版業者及び中間処理業者の報告

には、搬入実績や施設の稼動状況など、適正処理の状態を確認できるデータを報告項目に加えると。

現行では種類別処理量のみの報告をいただいているという状態です。それから２番目には、排出事

業者の報告と同様、都はこのデータを公表すると。未提出や虚偽報告の場合も公表するということ

で、現行は処理量の集計値のみ公表という状態になっております。それから３つ目に、施設を有す

る処理業者からの報告は四半期ごととすると。現行は１年に１回の報告ということになっておりま

す。 
 次に３番目の柱ですが、また一番右の方の真ん中辺を見ていただきますと、処理業者のいわゆる

評価制度、格付けといったものの導入について審議会でのご意見をいただいています。１つ目に優

良業者を識別するためのマークを付与してはどうかというようなご意見がありました。それから２

つ目に、環境省が行った「産業廃棄物処理業者格付け手法検討調査報告書」のご紹介を前回しまし

たが、これについてのご意見がございまして、都の政策がこの手法に影響させるのは危険だといっ

たようなご意見がある一方で、３つ目の丸ですが、この調査報告書は適切な業者なのか不適切な業

者なのかの指標を情報開示の中に取り入れていく必要があるという、１つのモデルとして重要であ

るといったご意見が出されました。 
 これを受けまして、新たな取り組みの方向の（３）ですが、処理業者の評価制度の導入の検討と

いうことを挙げております。１つ目に、これは適正処理に向けた法令規定以上の取り組みを実施し

ている、優良な処理業者を育成すると。現行エコトライ協定というのをやっておりますがこれを、

発展させるということです。それから２つ目には、処理業者の申請に基づいて第三者機関が適正処

理への取り組み状況を審査・評価して、結果を公表すると。それから３つ目には、制度参加者には
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２～３年に１回の頻度での再評価を求めて、継続的な取り組みを促進するという中身でございます。 
 それから、その他としまして、２つほど掲げてございます。一番右の方をまず見ていただきます

と、処理業者に関する情報提供の仕組みということでの課題としては、まず１つ目に、産廃振興財

団がやっています産廃情報ネットについては、許可情報のリアルタイム対応が課題となっている。

更新がうまくいっていないという課題があります。また、経営等の情報については処理業者の自己

申告で、すべてが網羅されていないという課題が挙げられました。２つ目に環境省の許可取り消し

情報、今公開されておりますが、これでは事業停止などの情報までは公開されていないという課題

がございます。これについて審議会での意見では、現在のこの産廃情報ネットの仕組み等を整理し

て、何が不足しているか検討する必要があるといったようなご意見が出されました。 
 新たな取り組みの方向のその他の１つ目としましては、個々の廃棄物の流れを適確かつ即時的に

把握するシステムの普及ということで、産業廃棄物の流れをリアルタイムで追跡して適正処理のチ

ェックができるよう、ＧＰＳ等を活用したシステムを普及すると。感染性廃棄物やＰＣＢなどで先

進的に取り組み、その成果を都に普及すると。 
 それから、もう１つですが、処理業者に関する情報提供の仕組みの充実ということでは、許可や

行政処分の状況など、処理業者に関する情報提供について、８都県市間で調整し、共通化の仕組み

が構築されるよう努力すると。さらに全国での共有化がされるよう国に働きかけていくというのが、

ご提案の中身でございます。 
 引き続きまして、資料２をごらんいただきますと、方向案の１番目、排出事業者からの報告につ

いて少し補足して資料をつくってございます。 
 新たな取り組みの方向の①から③までは先ほどご説明したものと同じですが、この③の報告対象

を拡大するというところでは、対象数を２倍強引き上げることに伴いまして、廃棄物の発生量の捕

捉率としては、現在の約５０％から約７０％まで上がります。さらに④ですが、この報告に基づく

効果的な立入指導を行っていくと。現在は立入指導はやっておりますが、この報告制度とリンクし

た立入指導というところはやっておりません。それから⑤ですが、優れた取り組みには表彰制度を

考える。今この排出事業者に対する表彰制度というのはございません。それから⑥ですが、多数の

排出事業者が存在するという都の特性から、報告対象者以外の事業者も任意で参加できる仕組みと

するというような方向を考えております。 
 これらによって期待される効果としては、１つ目に自社の取り組みがオープンになることで、適

正処理がより一層促進されるだろう。２つ目には、排出事業者のモラルアップにつながるであろう

ということが期待されます。 
 一番下の枠は、さらに具体的な考えを示してございますが、報告対象者は記載のとおり、法に基

づく多量な排出事業者と、都条例に基づく一定規模以上の製造業、建設業、病院等ということです

が、少し飛ばしまして、その報告対象の拡大ということで、右下に表を示してございます。製造業

ですと、現行資本金５億円以上、これを１億円以上まで線引きを下げて対象者を拡大しようと。そ

れから、医療業ですと病床数３００床以上、これを１００床以上まで下げて対象を拡大するという

中身を考えております。 
 それから、ちょっとお戻りいただきまして、新たな報告項目というところですが、排出量等につ

いて現行報告項目になっていますが、これに加えまして、適正処理への取り組みに関する項目とし

て、これは例示でございます。処理業者の選定方法としては、例えば施設の現地調査をしたかとか、

業者の財務チェックをしたかとか、複数の業者比較をしたかなどといった取り組みについて報告し

ていただく。それから、処理業者の履行状況の確認方法等々について項目として加えたいと考えて

おります。 
 以上が資料２でございまして、続きまして資料３の説明に移ります。 
 資料３は、２番目の柱の処理業者からの報告についての補足資料でございます。 
 新たな取り組みの方向の①から③までは資料１と同じ記載でございますが、④に、ここについて

も報告に基づく効果的な立入指導を行っていくということで、現在は報告制度とリンクした形の立

入指導にはなっておりません。 
 これらによりまして期待される効果としては、自社の取り組みがオープンになることで、適正処

理がより一層促進されるだろう。それから、もう１つが、排出事業者が信頼できる処理業者を選定

するための基礎情報となるであろうというふうに考えます。 
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 新たな報告項目といたしましては、処理量等という現行の報告に加えまして、廃棄物の処理実績

に関する項目ということで、これも例示ですが、施設への搬入あるいは搬出の実績、搬出入車両の

情報、保管状況、それから中間処理の場合ですと、処理実績等々を考えてございます。加えまして、

生活環境上配慮している事項として、施設の稼働時間だとか搬出入車両の通行ルートといったもの

を報告していただこうと考えております。 
 なお、右下に枠囲いがしておりまして、報告対象者数ですが、施設を持っている業者ということ

では、収運業者（保管・積替え有）の４３５社、それから処分業者の２７０、合わせて７００余が

第一次的なターゲットになります。なお、保管・積替え無の収運業者というのは約９，０００社ご

ざいます。 
 引き続きまして資料４の説明に移らせていただきます。 
 ３番目の柱に掲げました処理業者の評価制度の導入の検討についてでございますが、新たな取り

組みの方向①から③は資料１と同様でございます。 
 期待される効果としては、排出事業者が信頼できる処理業者を選定するための情報となること。

それから、優良な処理業者の育成につながるという期待がされます。 
 その下に少し中身を具体に書いてございますが、現行のエコトライ協定というのは、処理業者と

東京都が協定をし、その締結した業社名を公表するということで、法令規定以上の取り組みについ

て促進しているということですが、基本的にこれは自己申告に基づいたこの締結業者の選定になっ

ている。これをもう少し発展させまして、新たに検討する制度としましては、評価を希望する処理

業者に対して、適正処理への取り組みとして、例えば、電子マニフェストの導入状況とか、ＧＰＳ、

ＩＣタグ等、追跡システムの導入状況。それから、コンプライアンス（遵法）体制の社内での整備、

従業員への教育、あるいは施設とか取引料金、財務状況などの公表ぐあいといったようなことにつ

きまして、これはいわゆる減点主義ではなくて、加点主義という方式でもって都が認定する第三者

機関が評価をすると。それでその結果を公表するというようなイメージで考えております。 
 再評価についても実施をし、継続性を担保するということもポイントになろうかと思います。 
 最後になりますが、資料５をごらんいただきますと、その他の、最初に掲げてございました個々

の廃棄物の流れを的確かつ即時的に把握するシステムの普及ということで、追跡システムのイメー

ジといいますか、例示を図にしてございます。 
 人工衛星を使ったＧＰＳと、それから、廃棄物に例えばＩＣタグをくっつけまして、これをＧＰ

Ｓとセットにして、この廃棄物の流れを逐次追えるようなシステムというのが、この追跡システム

の１つのイメージ図でございます。 
 左上に枠囲いで書いてありますが、前回の部会でもご紹介しました、都の医師会等が中心になっ

てやっております、医療廃棄物適正処理モデル事業、これはバーコードにより追跡システムを導入

しておりますが、これの普及を支援していくということを１つ考えております。もう１つはスーパ

ーエコタウン事業の中にＰＣＢの無害化処理施設の整備が予定されておりますが、その事業者であ

る環境事業団に対してバーコードなどの追跡システム導入を働きかけると。こういったことを先進

的に取り組んで、その成果を他の廃棄物にも普及していくというようなイメージでございます。 
 資料の説明は以上でございます。 
 

【小泉部会長】 ありがとうございました。ただいま資料のご説明ということで、簡潔にご説明いた

だいたわけですが、資料２、資料３、資料４にそれぞれ掲げている３本の柱と、あとその他という

ことで、大きく４つに分かれていると思いますが、これからその１つ１つを２０分ずつくらいでご

審議いただければと思っております。 
 それでは、まず最初に審議の１番目としまして、この資料２に書かれてございます、排出事業者

からの適正処理への取り組みに関する報告を求めること。この内容につきましてご意見、あるいは

ご質問をいただければと思いますが、よろしくお願いいたします。 
 いかがでしょうか。現在も行われているそのところを少し拡大してやっていこうという、そうい

うご説明で、対象６００件を１，３００件に増やしてやっていこうと、そういうふうなご説明でご

ざいましたが、いかがでしょうか。 
 
【北村委員】 前回欠席をいたしまして、まことに失礼いたしました。 
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 効果的な立入ということでございますが、その件数はやはりその立入可能なリソースに規定され

るというのは当然、普通に考えることですね。数が単純に言えば倍化するといったところで、現在

は特にそうした体制がないという前提に立った場合、その効果的なという言い方は難しいのですけ

れども、悉皆的にやるというご趣旨で効果的なということなのか、やはりその報告を受けて何らか

のポイントに引っかかった、かなり詳細なチェックリストを設けられて、引っかかったところに集

中的に人を動かすと。その場合も都職の方だけを想定されているのか、あるいは処理業界等にご協

力を呼びかけられて、その業界の代表の方にもご協力いただいた形で任意の立入をするのか。少し

そのあたりの、③④のイメージがもう少し見えてこないものですから、もしも現在お考えであるこ

とがあればお教えいただきたいと思います。 
 
【片岡産業廃棄物対策課長】 報告制度とリンクして立入指導を行っていくというねらいの１つには、

やはり報告の状況、中身を見ながら、ある程度、立入が必要であろうというところをピックアップ

して、そこをまず重点的に立入するというようなイメージを今考えております。 
 対象も増えますので、それだけの立入の体制というのも強化するという必要はありますが、それ

にしても物理的に限界はあるということを踏まえると、やはり優先順位といいますか、そういった

ものは必然に出てくるだろうというふうに考えます。これは都の職員が立入指導するという前提で

のお話です。 
 それから、業界等の方々もというようなお話がございましたが、立入指導自体は法律でいいます

とかなり権限を持った部分がございますので、なかなか都の職員以外の方がストレートに代行する

というのは難しい面もあろうかと思うのですが、例えばこの報告された内容がすべてオープンにな

りますので、そういった面からみんなでチェックしていくというような作用が働くのかなと。現地

への立入まではともかくとして、そういったねらいも期待しているということです。 
 
【北村委員】 １９条立入の場合は当然都職員ということになるわけでございます。これは排出事業

者でございますから、それぞれの業界というか組合というか、そういうものがあればそこの内部協

定のようなもので、別に任意の、立入とは多分言わない、訪問とかなのですね。物は言いようであ

りますが、何かそういうことをすれば、事実に対してというか、訪問していろいろご指導をすると

いうことに主眼があるとすれば、なるべく都職員が行ってやろうが、そうでない方が行ってやろう

が内容的には同じだとすれば、１９条立入だけに、１９条は刑罰等のサンクションがある非常に強

力な権限ではございますし、守秘義務等も当然都職がやる以上はかかってくるという面で、民間の

方がやるものと違うのは、重々承知はしておりますが、ある程度の組織、あるいは信頼できるとこ

ろならば、どのあたりの方を対象にするのかは別にして、あえて１９条だけをお考えになることも

ないのかなというように考えた次第でございます。 
 
【片岡産業廃棄物対策課長】 その辺は今後具体的に詰めていくまさに１つの課題かと思っておりま

す。例えば建設業ですとやはりそういった業界団体さんがありますし、医師会なら医師会というよ

うな医療関係の業界とかございます。東京都とそういった方々との産廃に関する対策推進協議会と

いう検討会も設けておりますので、そういった場で、要するに業界団体内部である程度そういった

自己チェックといいますか、自己訪問というか、そういったことができないかどうかというような

ことはこれからちょっと問いかけて考えていきたいと思います。 
 
【北村委員】 都職の方、特に産廃部局は少ないのは私も存じておりますので、無理だというふうに、

直感的にいって、どうせしわよせが業界にくるに決まっているものですから、そうすると最初から

やっていた方がいいのではないかという、それぐらいの気持ちで。余り深い意味はございません。 
 
【小泉部会長】 ６００が１，３００になれば、それだけ内部でやろうとすれば職員の数が必要にな

るわけですよね。そのようないろいろな方法を使って行うときのチェックが、立入ではなく自己チ

ェックという訪問になったときに、その機能がちゃんと果たせるかどうか、その辺の保障もこれか

ら大事だと思います。人数がたくさんいればもっとそのようなチェックをしてきちっとやっていく

という流れがよろしいかとは思うのですが、なかなかその辺のところのバランスといいますか、そ
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れも難しいところだと思います。 
 そのあと、他にございますか。どうぞ、大島委員。 

 
【大島委員】 続けて５番なのですけれど、私は最初これを読んだときは読み間違えて、優れた業者

には表彰制度を考えるかなと思っていたのですね、だから業者の方に、こういう優れたことをやっ

ていますよということで表彰制度かと思ったら、これは取り組みなのですよね。そうすると、具体

的にはどういったイメージがあるのかなというのがちょっとわからなかったので、何か特別に先駆

的に取り組んでいる取り組みに対してそれを評価して表彰する。そうするとほかの業者の方たちが

それに、同じような取り組みをするというイメージなのかなという感じもするのです。そうすると

それは表彰制度ではなくてもいいのかなとか、ちょっとその辺がわからないので、お聞きしたいの

ですけれども。 
 
【片岡産業廃棄物対策課長】 イメージになりますが、この報告をまず出していただきますよと、排

出事業者のお話です。一般のオフィスから何から対象になってくると思いますが、報告を出してい

ただきますよと。必要に応じて立入も行いますよと。報告の中にはいろいろ処理業者の選定方法等

適正処理への取り組みについて報告いただきます。そういった中で非常に先進的な取り組み、積極

的な取り組みをなさっているという排出事業者の方に表彰という形で１つ出して、なおかつその先

進事例を他の排出事業者の方の参考にもなるようにパンフなり何なりで紹介していくと、そういっ

たイメージです。実はこれは今、２３区ですと区の事務の方に移りましたが、事業用の大規模建築

物、これは一般廃棄物の方でこういった仕組みがございまして、区長表彰とかそういったところま

でやっているというものの応用編といいますか、そういったイメージです。 
 
【小泉部会長】 あくまでも表彰を受ける主体は事業所ということでよろしいですか。 
 
【片岡産業廃棄物対策課長】 そうです。 
 
【小泉部会長】 そういう優れた取り組みをしている事業所ということですね。 

 そのほか何か。中杉委員どうぞ。 
 
【中杉委員】 優れた取り組みといったときに、多分ここで排出業者の評価制度というのは特に書い

ていないのですね、処理業者の評価制度というのはあるけれども。表彰をやる上では評価をどうい

うふうにするかというのが非常に問題になると思うのですけれども。優れた取り組みといったとき

に、取り組みというのはこの傾きなのですね。傾きというか、変化を見ると。そのときにもう１つ

は絶対的な評価という、業者だと絶対的な評価になるので、取り組みというと、もとが多くてたく

さん減ればいいというような形になるので、そこら辺のところをちょっと気をつける必要があるか

なと。もともとよくて、さらに努力しているという、そこら辺の評価軸の、これは明確には決めら

れませんけれど、そこら辺のところを少し留意をしてやらないと、最初は悪い人は一生懸命取り組

んで、例えば９０％減らしたところは、もともとがほかより大きい、１０倍も多ければようやく追

いついたということにしかすぎませんので。ちょっとそこら辺のところを気をつける必要があるの

かなというふうに感じました。なかなかすっきりは書けないだろうと思いますけれども。 
 
【小泉部会長】 総体的評価ではなくて絶対的評価という。 
 
【中杉委員】 総体的なものももちろん必要なのですけれど、絶対的なことを後ろに考えないとおか

しくなってしまうだろうと。 
 
【小泉部会長】 この優れた取り組みというのは、ある意味ではその厳しさを求める反面そういった

いいところはちゃんと認めていこうという、そういうことだと思いますが。あめとむちみたいな話

になるのでしょうけれども。ぜひそういう流れの中で適正処理に向けていくという流れが出てくる

とよろしいかと思いますが。 
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 そのほかここのところで、ご質問ご意見等ございますか。野村委員どうぞ。 
 
【野村委員】 もう一度効果的な立入指導のところに戻るのですけれども、具体的なこのイメージ、

例えば頻度だとか、やり方といいますか、大体どんなイメージでしょうか。 
 
【片岡産業廃棄物対策課長】 まず現状をちょっとお話した方がよろしいかと思いますが、先ほど報

告制度とは必ずリンクしていませんというお話の中で、１４年度の立入の延べ件数というのは５０

６件行っております。これの主なターゲットとしては、特別管理産業廃棄物を排出する事業所と、

病院とかクリーニング業とかです。それから、もう１つが苦情のあったところ。これが非常に、実

際にはマンパワーをそがれます。苦情対応、１回では済みませんので。そういった現状の中で５０

０件という数をこなしております。今回報告いただくのが１，３００件になると、先ほどお話あり

ましたようにもう１年で全部回るというのはよほど職員数をふやさないと無理な話ですので、報告

をまず見て、それによって立入が必要であろうと、指導が必要であろうというようなところをピッ

クアップしまして、そこを重点的に立入するというようなイメージで考えております。 
 
【小泉部会長】 ５００件近く立入検査をやられていて、実際何か問題があるところとか、違いとい

うのは何かありますでしょうか。こういう業種だといろいろ問題があるとか、あるいはこういう業

種は割とそうでもないとか。 
 

【片岡産業廃棄物対策課長】 ありていに申しますと、大体立入指導をやりますと、マニフェストと

か委託契約という部分では必ず何か不備は見つかります。それでそこで指導するということがござ

います。 
 それから、その業種や規模によってというお話ですと、一般的にいいますと、例えば工場などの

経常的に排出されるような場所であればかなり管理の認識は高いし、やりやすいという部分はあろ

うかと思います。流通段階とか、工事現場とか、あとはイベントみたいな、そういったスポット的

に発生するところというのは、なかなか産業廃棄物を排出したという認識自体が難しい部分もあろ

うかと思うのですが、そういったところが１つ課題といいますか、徹底しなくてはいけないところ

かなと思っております。 
 あと、さらにいいますと、大企業の場合でも、支店とか事業所とか、幾つかあるわけですが、そ

こまで徹底しているかということも１つ課題としてありまして、今比較的大手の事業者さんの中で

は、企業グループ全体を考えてそういったマネジメント体制というのを構築するような取り組みに

進んでいるということも聞いております。 
 
【小泉部会長】 さて、その他この１番目のところで何かございますか。どうぞ。 
 
【藤山委員】 今立入指導が５００件近いということで随分立入指導をされているんだなという感じ

を受けました。報告対象を拡大するということですが、６番目の多数の排出事業者が存在する都の

特性からということで、１００％が理想なんだと思うのですけれども、この報告対象者以外の利用

者も任意参加できる仕組みとするという、１００％に近づけることは今はやはり無理なのでしょう

か。もっと規模の小さなところも報告することを義務づけるような体制づくりにはならないのでし

ょうか。 
 
【片岡産業廃棄物対策課長】 前回の部会のときに、都内のいわゆる排出事業者が７０万以上、１つ

の推計でありますよという話をしました。それについては中杉委員から、もうちょっと少ないので

はないのかと。それで業種を少し絞ってもやはり５０万というような計算がございます。そういう

５０万という１つの分母を考えたときに、すべての方に報告を出してもらっても、ただ出してもら

って終わりということではやはり、その効果的な報告にならないでしょうと。フォローも考えなけ

ればいけないでしょうということですので、義務づけで報告をいただく人はやはりある程度対象と

いうのは絞らざるを得ないだろうと。そのかわり大きいところですから、廃棄物としてはかなり７

割ほど補足できるというのが１つあります。かといって対象者以外の方は何もしなくていいよとい
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うのではなくて、自主的に任意で報告を出される方は出してくださいと。それで報告の公表を望む

方は、その公表もしますよという、いわゆる門戸は広げておきたいというような趣旨です。 
 
【野村委員】 私ども建築業界の方なのですけれども、毎月、副産物部会という建築業協会の中で２

７～２８社くらい集まってやっているのですけれども、ほとんどそういう会社というのはもう優秀

な取り組みといいますか、やっていらっしゃいますね。今その６００件が１，３００件ということ

にこだわるのですけれども、先ほどの５０６件ですか、立入をやられて、傾向としては恐らくおわ

かりになっているのではないかと思います。これはクレームがあったところとか、そういったとこ

ろからやっておられるのでしょうけれども、報告になっていったときに、問題ないところはずっと

自分の企業としてやらなければならないことをやっていらっしゃるわけですから、ここで規模をこ

ういうふうに、この表にありますように、今おっしゃられたような小さいところは大丈夫ですかと

いう話ですよね。この辺の方が問題としてはきっとどこかひっかかる部分があるのかな、どうなの

かなと。それはよくわかりませんけれども。 
 それから、どのくらいこのシステムを継続していかれるのかわかりませんけれども、全然問題な

いところはもう端折ってしまって、むしろ１，３００という件数をどんどん移行していくといいま

すか、そういった取り組みというのはいかがなのでしょうか。 
 
【片岡産業廃棄物対策課長】 一概に大きいところは大丈夫だということにもならないでしょうが、

一般的には組織も体制もしっかりしているというのは言えるかと思います。ただ、やはりこの制度

論としましては、今線引きしているのをもう少し対象を増やしていこうという第一段階というイメ

ージもありますので、今お話にあったように、本当にもう行政が一々タッチしなくても大丈夫だと

いう部分が出れば次の段階に移っていくということは十分考えられるかと思います。 
 

【小泉部会長】 恐らくこの捕捉率を７０％から７１％に上げる、あるいは７１から７２、だんだん

上げれば上げるほど、この対象となる数は指数関数的に増えていくことになろうかとは思いますけ

れども、そういう努力はしていくということではないでしょうか。 
 
【片岡産業廃棄物対策課長】 例えば建設業でいいますと、総数が３万３，０００ほどあると見込ま

れております。今その１億円以上に拡大しようとしておりますが、それでもこの建設業だけで数で

いいますと７００社、あとの３万３，０００ほどは、１億円未満。一方で廃棄物というと、その残

りの２３％というような分布になっております。しかも３，０００万円未満というのが１万７，０

００と非常に圧倒的に多いという、そういった分布の状態もありますので、やはり今のお話ですと

段階論といいますか、そういう話にどうしてもなってこようかと思います。 
 
【北村委員】 報告書は公表するということになってございまして、まことに結構かと思いますが、

立入検査の報告書は公表するのですかね。疑っているわけではないのですけれども。どこで行政が

立ち入ったというか、何かしているという、プロセスにご関心はあるのですけれども、結果はちょ

っとさておいてということが、どうもありますものですから。やはりここのＡ３の左下でも、処理

の透明化、これは事務処理の透明化も含めているのですかね。これは廃棄物処理の透明化ですか。

これは行政の事務処理を透明化していただいて、ちゃんと立ち入って、適切な指導をしているのか

とか、毎年毎年同じところで同じような指導して、担当者がかわったらまた一から始めていると、

よくあるパターンですね。そういうことがないようにするのも大事な話ですから、業者さんへの対

応はもちろん大事なのでございますが、都民に対しての廃棄物行政の対応もまた大事でございまし

て、このあたりは立入検査報告書が開示対象文書になるかという、ちょっとその辺も関係はするか

とは思いますが、差し支えない範囲でこうしてこうなったというところまでをぜひともフォローす

るようにしないと、そんなこと言われたら、こんな勇ましいこと言うのではなかったというふうに

なるのかもしれませんが、言った以上はそこまでひとつ、我々としても注文したいという気はいた

します。 
 
【大島委員】 今のちょっと気になったのですけれど、その量の問題をおっしゃられたのですが、あ
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る意味量というのも１つの、多いというのはそれはでかいというのもあるのですけれども、小量の

ものでもかなり有害というか、住民にとっては迷惑というものもありますよね。さっきから多分藤

山さんなども気になさっているのは、小さい業者でもそういう有害なものを扱っているのではない

かというふうに住民が思える部分に対してのフォローというのがどうなのかなということなのでは

ないかと思うのです。だから量も１つで、一方で大切なのだけれど、特別管理廃棄物も含まれてい

る中ではその有害の度合い数というものに対してもどういったフォローがあるのかなというのが、

ちょっと気になったのですけれども。 
 
【片岡産業廃棄物対策課長】 この資料では表示してございませんが、法律に基づく今の報告対象者

というのは、いわゆるより有害な特別管理廃棄物の場合は、年間で５０トン以上という線引きです。

そのほかの普通の産業廃棄物等が１，０００トン以上ということですので、まずその線引き自体、

特別管理産廃の場合かなりすくっているといいますか、拾い上げているというのがございます。 
 それから、もう１つは、条例の方での対象としてもあえてこの医療業を入れてきたというのも、

やはり感染性に関係するというようなことで入れていますので、一律ではなくて、その辺の有害性、

感染性という部分は考慮した線引きになっているというふうに私は考えております。 
 
【中杉委員】 有害物質を取り扱う事業者というのは、ＰＲＴＲの方で廃棄物としての排出の報告を

しなければいけない、こちらでやっている裾切りとＰＲＴＲの方の裾切りとはまた違う。ＰＲＴＲ

も当然裾切りがありますから、より小さな事業者はあれですけれども、ある程度のところまで、そ

ちらで押さえることもできるだろうと。廃棄物のサイドについても、ここで廃棄物としての移動量

というのは報告をしていきますので、それを見ながらやはり管理をしていくということが必要だろ

うと。あれは有害化学物質の方でやっているのだよというのではなくて、廃棄物の方もそれをちゃ

んと見ながら、ああ、ここはこんなものをこんなに出しているのだなというのを把握して管理をし

ていかれるということが、それをうまく使って、組み合わせていくということです。それもまた別

にという形になると非常にむだが出てきますし、当面はその辺をうまく使ってやられたらどうでし

ょうか。それでも足りないということになれば、当然また新たな仕組みをつくらなければいけない

けれども、せっかく今そういう仕組みができていますから、それを活用することを考えられたらど

うでしょうか。 
 
【野口委員】 報告書に対するフォローが必要だというのが前回の議論で出てきたところだと思うの

ですが、公表のイメージによっても随分と変わる。ババーンと出すのか、それとも整理されて、こ

の項目については書いてある、この項目についてはちょっと遅れたとか、うそがあるとかというふ

うに出されるのか。どういうイメージでとらえればよろしいのでしょう。その報告書出されたもの

をそのまま見せるという形ですか。 
 

【片岡産業廃棄物対策課長】 その辺はこれから詰める課題かと思います。先ほど北村委員からあっ

た行政指導の出し方も含めて、出し方はちょっと詰めなくてはいけないと思いますが、基本的には、

なるべく生のままといいますか、加工をしないで出した方が、この制度の趣旨というのは徹底する

のではないかと思っております。 
 
【野口委員】 せっかく６００から１，３００に広げて、拡大してそういう膨大なデータを集められ

るのであれば、それをフル活用して、見せ方によって随分、都民の方が、きちんと行政が活動して

いるというのがわかるところだと思います。例えば前々年度に未提出があったとか虚偽報告があっ

たけれども、今年はこうなっているとかという、歴年の動きが見えてくる形だと、制度の趣旨から

は外れるのかもしれませんが、データの使い方でフォローが随分とあるのではないかなという気が

いたします。 
 
【小泉部会長】 恐らくこれからほその報告の仕方ですね、それがどうかによってかなりフィードバ

ックのかかりぐあいも違うと思いますし、ご検討をいただければと思います。 
 １番目の審議もまだあるかもしれませんが、時間の関係もございますので、２番目の審議に入り
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たいと思います。 
 資料３ということで、処理業者から適正処理の状態を確認できるデータの報告を求めるというこ

とで、この内容につきまして少しご議論いただければと思います。 
 処理業者の立場に立つと結構厳しいものがあるかもしれませんが、この審議会の中で、部会の中

で少しご意見をいただければと思いますが。よろしくお願いします。 
 この３番目で四半期ごとに報告するなどという話になると、１年じゅう報告しているようなこと

にもなりかねないようにも読み取れるわけなのですが、かなり事業者、処理業者にとっては厳しい

ことになると思います。きちっとしたデータを報告してもらうという趣旨ということだと思ってお

りますが。 
 内容につきましていかがでしょう。中杉委員どうぞ。 

 
【中杉委員】 確認なのですけれども、廃棄物処理施設の種類、例えば焼却施設などですと、当然の

ことながらいろいろな測定義務が課せられていて、そのデータは報告させていますよね。それにつ

いての公表というのは今どういうふうな状況になっているのでしょうか。 
 ここで適正処理の状態を確認できるデータと言っている中に、多分これはちょっと入っていない

ようなのだけれども、そこら辺はどういうふうに考えるのでしょうか。 
 
【片岡産業廃棄物対策課長】 ダイオキシンについては公表されております。あとは閲覧制度という

のがあったと思いますが。 
 
【中杉委員】 大気汚染防止法だとか水質汚染防止法で当然施設が特定施設になっていれば報告され

ていますよね。 
 
【片岡産業廃棄物対策課長】 その辺の着眼点というのが、環境への影響といったところにあります。

今回の場合はそれもさることながら適正処理のための公開となります。 
 
【中杉委員】 それはわかります。ここに書いてあるのはわかりますけれども。そちらをこういうも

のは公表するけれども、もう１つそういうふうな実際担保できていますよというのはどうするのか

なというふうに思ったから。逆に言えば、そういうものを、これを公表するんだったらそれも一緒

に公表してもいいのではないかと。何か不都合がなければですね。ちょっとそこら辺も検討された

らどうでしょうか。これだけの議論では必ずしもない。積極的にどうしても公表しなければいけな

いという話ではなくて、それはちゃんと守られているということでもいいんだろうと思うのですけ

れども。自分の隣のある施設が大気汚染防止法の排ガスの状況がちゃんとクリアできていますとい

うことをやはり周りの人というのは知りたいと思うでしょうし、何もないから、何も問題がないか

ら、多分守られているんだろうなという話よりは、積極的にちゃんとクリアできていますという公

表がされた方が、お互いの信頼関係をつくる意味でもいいのではないかと思いますけれども。ちょ

っと検討いただければと。 
 
【片岡産業廃棄物対策課長】 その辺はイメージとしては生活環境上配慮している事項というのもあ

わせて報告していただこうという中で。 
 

【中杉委員】 この中に入ってくると。 
 
【片岡産業廃棄物対策課長】 はい。騒音だとか大気汚染とか、そういった取り組みも報告していた

だこうという予定はしておりますけれども。 
 
【北村委員】 恐らく前回議論があったのかもしれませんが、適正処理の状態を確認できるデータと

いうキーワードがあるわけでありますが、十分理解できないのでこういう質問をするのですが、例

えば、許可されたのも以外のものもしているのではないかというデータというのはここにも入って

きますよね。あるいは含水率２５％のＲＤＦを燃やしていたと。ということというのは違法状態の
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操業ですから、ここには入ってこないようにも思うのですが、適正処理状態の確認できるデータと

いうのは、結局やばいものではないという前提、虚偽報告の場合も公表するですから、それはそれ

も含めて適正処理状態を確認できるデータというふうに広くとらえるというのがここのところです

かね。虚偽報告を見抜ければハッピーですけれどもね。それは当たり前のことですから、だまされ

てしまったらもうこれは報告のしようもございませんから、だまされ放しになるわけですけれども、

それはそういうものですよね。 
 
【片岡産業廃棄物対策課長】 その点につきましては先ほど排出事業者の方の立入指導というのがあ

りましたが、こちらの方についてはターゲットとなる施設を有する業者というのは７００ちょっと

ですので、ちょっと排出事業者とは違ってなるべく全部報告に基づいて立入をするというようなイ

メージですね。でないと確かにきれいな報告だけ出てきて、問題点が浮き上がらなければそれまで

になってしまいますので。 
 
【北村委員】 難しいですよね。その中間処理施設のヤードでしばらく積んでおいたら組成が変わっ

たと。だから本来は、搬入したときはちゃんとしたものだったけれど、炉に入れるときはそうでな

いという、こういうものというのはマニフェストでは多分チェックができないはずなのですね。こ

れは非常に微妙な問題で、立入検査をしないと本当にわからない。業者の方が、そういう組成の違

いまで含めた報告をされるということは普通考えにくい。けれども燃焼能力等に直結する話ですよ

ね。そこまでのあたりというのはやはりこういうものでは限界があるから難しいのだという、限界

を踏まえた上で、これをしましょうということ。余り万能視することは、私どもとすれば難しいの

かなという気もするのであります。 
 
【中杉委員】 多分今北村先生が言われた話は、それを確認するために処理業者としてはこういうこ

とをやっていますよという。例えば燃やす前に時々サンプリングして、その投入物の組成を調べて

いますと。それでこのデータはこういうふうにそろっていますというふうなことで適正処理状態を

確認できるデータの提出という形になるのではないですか。ちょっとイメージとしてなのですが。 
 
【北村委員】 そうするとやはり指導されるところとしては、疑ってかからないといけないわけです

ね。あまりよくないですけれど。そんなパーフェクトな操業状態ばかりを想定することは非現実的

だとすれば、ある程度そういうこともあるだろうということで報告。 
 
【中杉委員】 だから処理業者の方はやはりそれだけ少し手間暇かけて社会に対してアピールしてい

くということが必要になってくるだろうという認識をしていただく必要があると思うのです。どう

したって迷惑施設だと隣近所に見られるわけで、それは迷惑施設ではありません。ちゃんと迷惑か

けていませんというのをやはり出していかないと、なかなかそういうことも、操業できなくなって

いるような時代になってきて、そういうことをやはり認識していただくということがこの１つのあ

れではないかなというふうに思いますけれども。 
 
【北村委員】 そうするとこの④に書いてあるこの立入指導は、資料２の立入指導よりもかなり重た

い任務を持った立入指導ということになるのですかね。 
 
【中杉委員】 実際分析するまではいかないのでしょうけれども、そんなものはちゃんとそろってい

るかとか、それのチェックはできているかという話くらいまでだろうと思いますけれども。 
 
【野村委員】 北村先生のお話になった適正処理の状態を確認できるデータというところにまたこだ

わるのですけれども、この適正処理の状態というのは、この下に書いてあります新たな報告項目で

すか、これを新しく折り込むのですよということをおっしゃっているわけですが、これに何かの評

価軸で評価されるのですけれども、最終的にその確認されるデータを、公表されるデータというの

は、都の方でこの要件に対してすべてジャッジをされて、これは適正処理になっている、それから

不適正であるというふうなジャッジをされるということでイメージしてよろしいのでしょうか。 
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【片岡産業廃棄物対策課長】 基本的には報告されたものを、まずそれを公開すると。 
 
【野村委員】 データのままですか。そこをどのように分析すればよろしいでしようか。 
 
【片岡産業廃棄物対策課長】 非常に典型的な事例の１つは、処理能力というのがあります。許可で

もこれは。それに対して実績処理量というのを出してもらいますと、簡単な計算で、能力以上に受

けているというようなチェックというのは１つ可能になってくるかと思います。そのときには機械

を能力以上にフル稼働しているというよりも、どちらかというとそのお客様を断れないものだから、

受けるだけ受けておいて、ほかの業者に委託すると。あるいは横流しするというようなケースでの

不法投棄につながるというのが１つありますので、一例ですけれども、そういったデータというの

はみんなで見ていく分には１つの目安になろうかと思います。 
 
【中杉委員】 もう一回確認ですけれども、資料３では、ここで新たに報告を求めるというのは保

管・積替え施設を有する収集運搬業者、中間処理業者の報告をいただくというのが今回の新しいと

ころですよね。逆に言えばその適正処理の状態を確認できるデータを公表するというのはその業者

に限らないわけですよね。そこら辺のところは、この全体の流れを読んでいると、もう例えば焼却

処理だとかそういう中間処理をやっている業者、その施設に関してはもう既にやっているんだよ。

公表しているんだよ。だから今回は保管とか積替え施設を有する業者から報告をもらってというこ

となのか、そこら辺のところの全体のこの資料３のつながりです。ですから、報告をもらうのはこ

の業者だけれど、新たに公表するというのはほかの業者も含めて広く公表するという形が新たなの

かというのが、ちょっとそこら辺が、この全体見るとよくわからないところなので、そこを明確に

もしどちらか誤解のないように書いていただいた方がいいのかなと思います。 
 
【片岡産業廃棄物対策課長】 現行は施設があるなしにかかわらず、種類別の処理量といいますか扱

い量、これのみを報告いただいています。これについては個別には公表しておりません。そういう

仕組みは整っておりません。 
 今回何を変えるかといいますと、施設を持っている事業者にターゲットを当てまして、その処理

量等に加えまして、ここに書いてあるような新たな報告項目を出していただき、それもきっちりと

公表という制度でオープンにしていこうと。それでそこのターゲットとしては７００ちょっとの業

者になると。 
 
【中杉委員】 だからそれは保管・積替えだけが新たに公表されるわけではないということですね。

そこのところを、この文章の全体の流れを読んでいくとそこら辺がちょっと誤解を招くのではない

かなという。一番最初のところに、①がこういう業者に限定して新たにこういう報告をもらいます

よというふうに読めるのですよ。 
 
【片岡産業廃棄物対策課長】 今はとにかく、施設があろうがなかろうが、量的なことしか報告いた

だいていません。公表もしていません。というのがベースです。 
 
【中杉委員】 そうすると、今のお話だと適正状態を確認できるデータというのを、今度は保管・積

替え施設を有する業者には届けてもらうと。 
 
【片岡産業廃棄物対策課長】 保管・積替えを有する業者と、中間処理業者、これも新たに。及び施

設を有するものと。 
 
【中杉委員】 そうですか。及びの読み方が。わかりました。そこのところをちょっと私誤解してい

て、保管・積替え施設を有する収集運搬業者がという。そこのところで「・」が入るのか入らない

のか。その積替え施設を有するというのが中間処理業者までかかるかと誤解したものですからそう

いう質問をしたのです。 
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【小泉部会長】 今のご質問にありますように処理業者の定義というのですか、どんな業者なのか。

それから、適正処理というのは一体何なのかという、そういうところも明確にしておく必要がある

かもしれませんね。先ほど適正処理で処理能力のお話がございましたけれども、どういうものをも

って適正処理と定義するのかという話も少し詰めておく必要があるかもしれません。 
 この公表というのは、今はどんな形で公表するのですかね。インターネット上にホームページで

公表するのか、あるいは広報として公表するのか。何かいろいろなやり方があろうかと思うのです。

この報告書の公表というのは、大体どのようなイメージで考えていたらいいのでしょうか。 
 
【片岡産業廃棄物対策課長】 処理業者については、都からの許可の状況がわかるように、都のホー

ムページの検索システムでそれぞれの会社の情報というのが見られるようになっています。したが

って今のイメージですと、その検索システムにこの報告項目も加えた形で、その会社なりを引いて

いくと、許可の状況プラスこういった施設の状況も見られるような、そんなイメージで今考えてい

ます。 
 

【小泉部会長】 するとこの適正処理にちょっと問題がある場合には活字の色が変わるとか、何かそ

のようなこともいずれやると一遍でわかりますが。その公表の仕方をどこまでやるかですね。その

辺でかなりこのインパクトといいますか、フィードバックのかかりぐあいが大分違ってくるのかも

しれませんね。 
 それと、先ほど申し上げたのですけれども、四半期ごとの報告というのは現実的にはどんなこと

になりますか。今の状態と比べて少しお話いただければと思います。 
 

【片岡産業廃棄物対策課長】 今は１年に１回その量についての報告だけいただいているということ

ですが、したがって負担になるという反対が出ることは予想されますが、しかし、その施設を維持

して運営する以上、日々管理というのは必要でしょうと。必要な事項は帳簿で整理しなさいという

規定もありますので、それを四半期ごとにまとめていただければ、むしろそういった情報をオープ

ンすることは、もう今となっては必要不可欠であろうということですので。もろ手を挙げて賛成は

いただけないでしょうけれども、そこはぜひ必要なことだというふうに我々は考えております。 
 

【小泉部会長】 受ける方もそれだけ労力がいるということになりますよね。出す方はもちろん大変

なのでしょうけれども、報告を受ける都の側も大変だと思います。 
 
【片岡産業廃棄物対策課長】 翻ってみれば、排出事業者の方も見られるという情報になりますので、

ある意味ではセールスポイントとして使っていただくといいますか。そういった部分もありますの

で、この会社が１年間報告を出していないとなれば非常に心象を悪くするわけですから。そういっ

た意味でもこれは報告を出す方にとってもメリットがある話ではないかと思っておりますけれども。 
 
【北村委員】 この報告の仕組みはいずれちゃんと整理をされることになりますが、根拠というのは

何になるのか。だから廃棄物処理法１８条報告というのがありますよね。報告しなかったり、虚偽

報告をしたら、３０条５項で３０万円以下の罰金というのが法の定めの報告の仕組みですね。そこ

は非常にファジーに書いてあるから、何を頼りに報告をするかというのはある程度都に裁量がある

はずなので、廃棄物処理法の中で落とすというのが１つと。そうでなくて、そうでないという仕組

みだというふうにするのが１つ。両方ともあり得ると思う。これはその後から考えればいいことだ

と思いますが、なるべくこういうことは権利義務にかかわりますから、業者さんのことを考えた場

合でもきちんとしておいた方がいいように私自身は思っておるのです。そこはまだ検討中ですか。 
 
【片岡産業廃棄物対策課長】 現在数量のみの報告は要綱に基づいてやっておりますが、やはりこう

いった報告制度を求める以上は廃棄物条例との、ここできちっと制度化する必要はあるだろうと考

えております。なおかつ法律にその根っこがあればいいのですが、ちょっと１８条報告とは性質が

違うというふうに考えております。公表の制度もありますので、やはりここは条例化というのはひ
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とつ考えております。 
 
【北村委員】 条例ですと要綱も罰則ありですね。 

 
【中杉委員】 さっきの私が勘違いしたところの話の、もう１つ確認なのですけれども、資料３の最

初のカラムのところでは収集運搬業者及び中間処理業者となっていて、下の方の新たな報告項目の

ところでは収集運搬業者及び処分業者となって、その中間処理業者と処分業者というのは、使い分

けているのですか。単に統一がとれていないだけの話なのですか。 
 
【片岡産業廃棄物対策課長】 すみません。これは文言の整理ができておりません。実は中間処理業

者と最終処理業者、これをあわせて処分業者というのはご存じかと思いますが、どうしても都内の

場合、最終処理業者が少ないものですから、ちょっと整理がつきませんでしたが。 
 
【中杉委員】 同じ意味というふうに考えていいですか。 
 
【片岡産業廃棄物対策課長】 はい。 
 
【小泉部会長】 その他ご意見等いかがでしょうか。 

 よろしいでしょうか。少しでは先へ進んでまた後でご意見ありましたらということにいたしまし

ょう。 
 それでは３番目ということで、資料４に基づきまして、処理業者の評価制度の導入の検討という

内容になりますが、ここのところでご意見、あるいはご質問等いただければと思いますが、よろし

くお願いいたします。 
 
【野口委員】 エコトライ協定を発展させて第三者機関に評価をさせるということなのですが、この

評価のイメージは、例えばＡＢＣＤで出るとかというイメージでよろしいのですか。 
 
【片岡産業廃棄物対策課長】 まず、申請に基づく評価であるということですので、悉皆処理業者に

ランク付けするということではまずありません。 
 それから、評価の仕方も法令で規定されている委託契約とかマニフェストといった基本的な手続

にプラスしてどれだけ適正処理の取り組みをやっているかというプラスの部分を評価していこうと

いうことですので、簡単に言いますと、特Ａ企業、事業者に光を当てるというようなイメージです。 
 
【野口委員】 イメージとして、資料３にあった報告よりもさらにプラスしてという意味でしょうか。 
 
【片岡産業廃棄物対策課長】 資料３まではある意味では当たり前と。これはさらに特Ａの部分とい

うふうな。 
 
【野口委員】 第三者機関にというのは何か必然性があるのでしょうか。 
 
【片岡産業廃棄物対策課長】 これも詳細な設定はこれから詰めなくてはいけないと思っております

が、イメージとしては排出事業者の方、処理業者の方、それから学識経験者の方など構成する機関

を、組織をつくって、そこでやっていただこうというふうに考えております。参考までに、このい

わゆる格付け制度については岩手県が始めておりますが、岩手県の場合は産廃業者の協会プラス学

識経験者の方というような構成になっております。 
 
【野口委員】 最初のお話だと、格付けはしないですよね。ランク付けはしない。 
 
【片岡産業廃棄物対策課長】 何と言ったらいいのでしょう。特Ａになるかならないかというところ

はあるかと思いますが、ＡＢＣＤＥという全部処理業者を振り分けるみたいなそういうイメージで
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はございません。 
 
【福永廃棄物対策部長】 ある意味で優良業者に…。 
 
【野口委員】 適マークをつけるということですか。 
 
【芳賀委員】 評価した後の再評価というのは２～３年に１度というふうに書いてあるのですけれど

も、そんなに長い期間というふうに考えてよろしいのでしょうか。 
 
【片岡産業廃棄物対策課長】 この辺の頻度については議論があろうかと思いますので。中でも１～

２年でいいのではないかとかありましたので。本日のご提案では２～３年ということでいいのでは

ないかということでご提案しておりますが。いずれにしろそのフォローというか、継続的なチェッ

クというのは必要だろうということには変わりございません。 
 
【芳賀委員】 例えば今Ａの企業で、特Ａにもうちょっとでなれる会社があるとしても、２～３年に

１度しか再評価がないのであれば、喫緊の課題としてすぐやる必要はなくて、２～３年様子を見よ

うかなということになりますし、あと一たん特Ａをもらってしまったら２～３年変わらないとなれ

ば、その部分はちょっと業務の手を抜くというか、言葉は悪いですけれども、ということも可能な

わけなので、もし特Ａというようなものを認めるのであれば、もうちょっと期間を短くするとか、

あとその評価をする機関もしっかり評価するようにしないと、恐らくこの評価というのが業者のマ

ーケットでの影響力を左右するようなことになると思いますので、万が一間違った場合には都の責

任になってしまうような気がしますので。もう少し考えていただいた方がいいのかなという気が私

はします。以上です。 
 
【小泉部会長】 今のご意見の中にある、この第三者機関をどういうふうに位置づけるか。ここも結

構大きな問題かもしれませんね。どうぞ、大島委員。 
 

【大島委員】 関連ですけれども。ですからその第三者機関というのが公平な第三者機関というふう

になるのだとすると、やはり一般都民が入った方がいいのかなとも思うのですけれど、ただその特

Ａとか、それ以外は格付けはしないにしても、特Ａだけを特出するのだとしたら、その再評価の部

分でもいいのかなと思うのですけれど、要するに特Ａというのがついた業者にかかわる地域の都民

という、要するに特Ａなんだけれど、これは搬入搬出も全部含めた形ですよね、評価されるのが。

そうするとやはりその施設にかかわり合いのある都民というのが、どうしても、いや、そういう特

Ａだっていうけれど、現実的にはうちの地域ではこういう迷惑があるんだよというようなことが多

分あったりとか、いや確かにこのとおりの評価のままだったというようなこともあると思うので、

特Ａになるような事業者というのが、そう幾つもあるかどうかもわからないのですけれど、やはり

そこのところの一般地域住民の声を拾い上げるような、何かそういう機構というか、システムがあ

ってもいいのかなというふうに思うのです。すごく不信感を持っているようで悪いのですけれど、

やっぱり今までもこれは優良企業だと言われていたところが結構、要するに一般市民の告発によっ

て、引地川なんかはそうでしたよね。新たに汚染というか、かなりのひどい状況だったというのが

わかってくるのは、本来的にはあそこだってきちんと評価はされていたはずなのにそういうことが

起こるということでは、やっぱり地域住民の力というのはすごいのではないかなと思うのですけれ

ど。 
 
【小泉部会長】 第三者機関の構成というか、その辺をいろいろこれから検討しなければいけないの

だとは思いますけれども。これは何かありますか。 
 
【片岡産業廃棄物対策課長】 今のお話につきましては、むしろ資料３で考えている、当たり前のこ

とを当たり前にちゃんとやっていただこうと。そこの部類で報告を求め、公表もしますので、そう

いった中で住民の方がチェックできるツールというのがあるのかなと思っています。 
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 それでこの評価制度というのはもうさらに上の話ですので、少し違うのかなと思います。まだ制

度設計していませんので、その第三者機関に今、どういったメンバーを入れるかというのはまた別

の話ですけれど、基本的にはそういう段階がちょっと違うのかなということはあるかと思います。 
 
【大島委員】 資料３の方ではあくまで公表を処理業者の人がするわけですよね。それに対して住民

が違うと思ったときに、受け付ける機関というものに対しては何もここの中では書かれていないの

で、私自身はここの次のところの資料４の第三者機関というのがそういうところを聞き得る機関か

なというふうに思ったのですけれど。例えば、ではこの公表されたものに対してどうも不審がある

という地域住民の声があったときには、ここの資料３の中では、どこが取り上げてくれるのでしょ

う。 
 
【片岡産業廃棄物対策課長】 資料３の報告は、処理業者が都に対して報告していただきます。それ

をもとに都が公表します。それを皆さん見られるという形で、近所のここのところの施設はこのと

おりではないというようなことがあれば、それは都に対して言っていただければ、先ほどお話した

その立入指導というのとセットでやりますので。そういう流れになろうかと思います。 
 
【大島委員】 そうするとこの中にそういう項目というのが入ってこないと、やっぱりいつどこで言

ったらいいのというのがわからないかなという感じはするのですけれども。 
 
【片岡産業廃棄物対策課長】 言ってみればこの資料３の状態で問題あるようなところは資料４の評

価制度にかかってこないという、そういう線が１つあるというふうに。 
 
【芳賀委員】 資料の真ん中から下に評価を希望する処理業者と書いてあって、電子マニフェストの

導入とかいろいろある中で、最後に財務状況の公表とかというところがあって、これは財務状況な

ども勘案した上で特Ａというものはつけるのでしょうか。 
 
【片岡産業廃棄物対策課長】 これの意味は財務状況の中身を審査するというよりも、どれだけ自ら

オープンしているかと。そういった部分でのプラス評価の項目に１つ考えられるかなという意味で

す。 
 
【芳賀委員】 もし財務状況が非常に厳しい状況であっても、正直な業者であれば特Ａになる資格が

あるという。 
 
【福永廃棄物対策部長】 もちろん債務超過とか、３年連続赤字とか、そういうのはなかなか難しい

と思いますけれども、ちゃんとした損益計算書であるとか、あるいは貸借対照表等、報告というか、

こういう場で公表されるということであれば、多少それが、財務上の優良企業ではなくても、オー

プンに、そういったものの透明性を評価するという形にはなると思います。 
 
【芳賀委員】 前も私ちょっと申し上げたと思うのですけれども、例えばマイカルが破綻する前に社

債を発行したのですけれども、そのときにプロフェッショナルである格付機関がＢＢＢの投資適格

というのを出したのですが、結局それが誤りであって、途中でその格付けを取り下げしたのですけ

れども、そのとき既に社債は発行されてしまっていまして、多くの投資家が被害をこうむったとい

うことがありまして、第三者機関を設けた場合でも、例えば月に１回だけ集まって、この出た報告

書をもとに審査するというような状況では多分僕は甘いのかなと。常にモニタリングをしているよ

うな状況にしないと、格付けをするというのは非常に難しいのではないかという気がするのですが。

特に２年間という期間なわけで、それを果たして引きずっていいものかなという気が非常にしてし

まいます。 
 
【北村委員】 理屈では１日でも危ないですね。極端なこと言いますけれど、ここにいる皆さんはま

さかその東京消防庁か出している適マークというのを信じている人いないでしょう。あんなものと
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いうのは、ただ瞬間の適合性しか保障しませんから。翌日からまたファッションビルの階段にはダ

ーンと衣装箱が積んであるわけですね。だからそれに近い状態というのを機関が評価するという非

常に重たいことをやっているということなのですね。瞬間最大風速のところだけクリアすればあた

かもその２年間なら２年間ずっと維持を図っている、継続しているというふうに、見せかけの意味

で誤った情報を提供しているというふうになるので、そういう制度設計を都がサポートしていると

いうことにもなりかねないということ、結構重たいことだと私は思っておるのです。だから、そう

するためにはモニタリングをどういうふうにして、都が評価するわけではなくて、都が認定したと

ころが評価するという、一種ちょっと、すごくずるいですけれど。いずれにしてもそういう制度設

計は都ですから、そこのところはどうすればいいのかとよくわかりませんけれども。これは難しい

ですよね。 
 
【野口委員】 エコトライ協定の手法というのはそういう意味ではすごく優れているのではないかと

思うですが、協定の手法をむしろ発展させて、継続的に協定を結んでいる間は約束を守りなさいと

いうのが１つ、制度設計としてあり得るのではないかという気がするのですけれども。評価という

のはやっぱり点なので、そこで評価してしまって、それをいつまで続けるのかというとなかなか難

しい問題はあると思いますが。むしろ現行のエコトライ協定の枠組みを、もし何らかの形で東京都

がかかわるのであれば、完全に民間の格付機関にというのならまた話は別ですが、そうではないと

するならどうだろうという気もいたします。 
 

【北村委員】 対案として例えばエコトライ協定もフラット、同じ条件ですよね。同じでやっていま

すから、それを野口さんはＡＢＣとつけ、私は例えば松竹梅とか、松クラスの内容の協定、竹クラ

ス、梅クラスとなって、それによって自然と、ここは竹だ、梅だ、あるいは鶴亀でも何でもいいで

すけれども。そういうふうにするという手はないわけではないけれど、多分東京都はそうでなくて、

エコトライ協定は同じ条件でしかないというふうに確かお決めになったはずなのです。だから、方

法としては多分あり得るのかなと思っておりますけれども、それはとらないということだったので

すよね。 
 特Ａというのは、かなり絞られた方がなるはずですよね。これはよくこういうことを提案できる

と思うのですね。それは褒めているのですけれども。なぜかというと、あるところで消防の適マー

クにスーパー適マークというのを導入しようという案があって、私はそこで議論したことがあるの

ですけれども、業界団体大反対ですね。一部のところはとれますけれど、あとが全然とれないから、

そんなことしたら私は協会に帰ったら袋だたきに遭うというふうに言われたのです。いかに産廃業

界が組織されていないかというのが如実にわかる気がしますけれども。なかなかおもしろいなと思

って聞いておりました。すみません。感想ですが。 
 
【小泉部会長】 今までの議論で恐らくこの評価制度というのは、よりいいものを評価してあげて、

ほかのものがそれに追随してくるようなインセンティブを与えようという、そういうベスト何とか

賞みたいな、そんなイメージで私はとらえていました。だからこの中でよほど何か最初に目立つこ

とをやらないと恐らくそういう賞はもらえないでしょうね。ありきたりのことをやっていたら、こ

の○適ぐらいの話で終わるわけです。その辺をどういうふうにピックアップするのか。ピックアップ

して、その適正処理がより進むようにどういうふうに動かすのか。実際にやろうとすると、方法を

少し工夫していかないといけないのかもしれませんね。ここにありますように、どういうことを少

しやると少しこの評価がよくなりますよということは、少し事前に流れていくのだとは思うのです

けれども。この辺のところで、良い業者、良いところを評価してあげようと。悪いところをここで

はやるわけではないということでよろしいですかね。悪いところはもう当然その前の段階で、それ

を最低限クリアしていなければいけないのだと。そういう理解でよろしいかと思いますが。 
 

【北村委員】 これなんか例の、最近規制緩和で、特にこういう教育期間で講習を受けないとだめと

か、その手のやつがたたかれてございますから、ゆめゆめこの第三者機関が東京都○○処理協会の

講習を受けないと特Ａにならんぞとか、そういうばかなことはないようによろしくお願いしたいと

思います。 
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【中杉委員】 一番あれなのは、特Ａのマークついて、そのマークだけを信じてあれされると困ると

いう話ですよね。特Ａはつくときにどういうことで特Ａをつけているか。これは電子マニフェスト

を導入しています。しているからというのを全部列挙して、それで特Ａをつけました。今度は排出

事業者が、その処理業者と、これは特Ａマークだ。この業者はこういうことで特Ａマークなのだ。

それをちゃんとやっていますかと、その場でもう１回確認をしてもらうと。そうするとやっぱり違

うではないかという話になるかどうかですね。やっぱりその辺は全面的に１００％○適をつけている

のではないですよと。一応このそういう候補であるということを、こういう条件でそういうものを

候補として挙げていますと。それはやはり契約する排出事業者の方が、契約するときにそれぞれそ

れをチェックをしてくださいというふうな逃げを打っておくというのが現実的ではないかなと。実

際そうだと思います。その審査の期間をもう少し短くするというのも、当然あると思いますけれど

も。それでも１日という話が出てくるわけですが。 
 
【野村委員】 そういうところでイメージできてくるのは、どうもＩＳＯの認証機関ですね。あの機

関があって、それから認証を受ける。そうしますとこの後は今度サーベランスですよね。きっとそ

んなイメージかなと思うのですけれどね。それによってずっとこの特Ａを維持していく。失格、あ

る部分適性でなければ剥奪してしまうといいますか、資格を。そんなイメージなのかもしれません

ね。そうすればこのねらっていらっしゃるところはクリアできるのかなとは思うのですけれども。 
 
【小泉部会長】 そうしましたらそのほか、この第三者機関をどういうふうにするか、評価の内容を

どうするか、いろいろまだこれから今後の検討課題とは思いますが。この内容について、他はよろ

しいでしょうか。 
 そうしましたら４番目ということで、その他ということになるわけですが、資料５、この辺のと

ころで新しい考え方が出ておりますけれども、その他の内容につきまして、少しご意見、あるいは

ご質問等をいただければと思いますが、いかがでしょうか。 
 資料５ではＧＰＳを使用した追跡システムというふうな例が出ておりますが、この辺少し詳しい

ご説明をいただいて議論しましょうか。 
 
【片岡産業廃棄物対策課長】 いわゆる追跡システムの現在の取り組み状況といいますか、その辺に

ついてちょっとご説明いたします。 
 一部でそういった取り組みが始まっておりまして、１つは九州のＮＰＯによる環境ガードシステ

ムという名前で、これはＧＰＳとＩＣチップを組み合わせて、もう本格運営がスタートしていると

いう事例がございます。そのシステムは排出事業者が産廃処理を委託する際のいろいろなデータ、

これが記録されたＩＣタグというのを廃棄物につけると。それをＧＰＳで追うことで即時に動きが

わかるようになっていると。簡単に言うとそういった仕組みでして、このＩＣタグというのは大体

名刺大くらいの大きさ。というような中身のものが１つございます。 
 それから、岩手県、栃木県、佐賀県という県単位で、一部やはりこういったシステムを使った実

験が始まっているというふうに聞いております。 
 それから、このこういった技術とかシステムにまつわる民間での開発というのもかなり動きがあ

るみたいでして、このＩＣチップ自体はこれから恐らく廃棄物に限らずさまざまな分野でかなり急

速に普及するのではないかというふうに予測されておりまして、バーコードに比べても情報量が大

きいとか、結構安いとか、小さくて薄いものがどんどん開発されているといったような状況にあり

ます。 
 
【小泉部会長】 さて、その他のところでこういったＧＰＳを利用したシステムとか、あるいはその

処理業者に関する情報提供の仕組みの充実、こういった内容が書かれてございますが、この辺につ

いて何かご質問なりご意見なりいただければと思います。 
 
【芳賀委員】 ＧＰＳの仕組み、すごくおもろしいなと思っているのですけれども、この管理センタ

ーというデータを管理しているところというのは、業者さんとはまた別の機関なのですよね。 
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【片岡産業廃棄物対策課長】 これは１つのイメージですので特定のどこということではないのです

が、これはＩＣタグではなくて、バーコードを使って、ＧＰＳもついていませんが、１つやはり管

理するセンターがいるだろうということでは、前回ご紹介した医療廃棄物のモデル事業では、これ

は都の外郭団体の環境整備公社というのがこういったセンターを担っていますし、そもそもこのシ

ステム自体、民間でやる場合にはそういった管理センター自体も民間で運営するというような話に

なると。これはいろいろバリエーションといいますか、１つのこれはイメージ図だというふうに見

ていただければと思うのですが。 
 
【小泉部会長】 先ほどの北九州の事例だと、例えばどこがやっているのですか。何か財団みたいな

ところがやっているのですか。恐らくこの管理センターの役割が結構大きいですよね。せっかくタ

グつけてもそこのところで見過ごしがあればとんでもないことになってしまうわけです。かなり責

任のあるところがやっていくことになろうかと思います。 
 
【片岡産業廃棄物対策課長】 九州の事例で言えばＮＰＯが始めたというお話をしましたが、この管

理センターの業務、システム運用含めてそこでやっているということのようです。 
 
【北村委員】 前回休んで、おっしゃったとは思いますが、廃棄物にタグをつけると、初めてこの話

を聞く者にとっては、どうやってやるのと。マニフェストとの関係も含めて、簡単に教えてくださ

いませんか。 
 
【片岡産業廃棄物対策課長】 マニフェストはマニフェストで当然法律で決められていますけれども、

それとは別なシステムということでして、そのＩＣタグに入っている情報としては当然種類とか数

量とかのほかに、いろいろ情報としてはマニフェストの記載事項以外も入力できると。 
 
【北村委員】 コンテナにつくわけですよね。 
 
【谷川産業廃棄物技術担当課長】 産業廃棄物技術担当課長の谷川でございます。電子マニフェスト

とＧＰＳとの話とか、あと現在、今課長が紹介しました環境ガードシステム、いろいろ始まったと

ころだと思います。環境ガードシステムにつきましては、廃棄物にＩＣカードをつけまして、その

積んだ車にＧＰＳをつけて、それで動きを追いかけまして、追いかけたデータを排出事業者にこう

いうルートで適性に処理されましたということを、サービスをしているというものでございます。

そういったところから電子マニフェストとこの環境ガードシステムとはまるっきり別個の形で動い

ております。 
 もう１点、環境省でこの１０月から１２月にかけて、電子マニフェストとＧＰＳの組み合わせで

実験を行うということが先日新聞報道されまして、この辺の動きも環境省でもこのＧＰＳ、ＩＣタ

グ、あるいは電子マニフェスト、こういうものが不法投棄の防止になるという考えから実証実験を

１０月から１２月にかけてやるということを聞いております。 
 
【北村委員】 わかりました。ＧＰＳというのは、敷地内に入ったことまでは追えますが、そこで適

正処理がされたかどうかは関係ないのですね。だから敷地内に入ることまでをチェックするシステ

ムなのですね。 
 
【小泉部会長】 私の知っているものですと、そのＰＣＢなどの輸送にこういうものがあると、今ど

こを動いているかとか、途中で何か事故がないかとか、いろいろなチェックにもなりますよね。ま

だ実現していないと私は思っていたのですけれども、そういうことでかなりアイデアが出ていて、

実際に事例があるという今日のお話です。 
 
【谷川産業廃棄物技術担当課長】 ＧＰＳは廃棄物の位置の情報、移動ルートを確認するもの。ＩＣ

タグ、あるいはバーコードは、処理業者に廃棄物が入ったという情報を確認するわけですね。そう
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すると管理センターを通じて排出事業者に入りましたということを即座に報告する制度として動い

ているわけです。ですからＧＰＳとＩＣタグとはまた別な話の部分になりますが。そういう形で動

いているところです。 
 
【小泉部会長】 これはまだその他に入れているということはそういう考えもあるということですよ

ね。実際にこれをやっていこうとなると相当な費用もかかるでしょうし。ただ、そういう流れがこ

の世の中にある。 
 
【福永廃棄物対策部長】 今始まりかけているのは、医療系の廃棄物とかＰＣＢとか、非常に特別管

理が必要なものについては、確かに炉に入るまできちっとものの管理をリアルタイムで把握すると

いうことです。そういうものから始まっていくというふうに我々も考えていますし、現実にはそう

いう動きも出てくると。 
 
【小泉部会長】 さて、他に何か質問はございますか。 

 あと８都県市というのは、その他のところの下から２行目に出ていたのですが、これは７都県市

と思っていたのですけれど、どこか加わったのですか。 
 
【片岡産業廃棄物対策課長】 さいたま市がことしの４月に、いわゆる政令指定都市になりまして、

１つ増えましたもので、８都県市になりました。 
 
【小泉部会長】 最後のところに書いてございます、情報の共有化というのですが、この辺のところ

の動向など、少しご説明いただけますでしょうか。 
 
【片岡産業廃棄物対策課長】 ちょっと資料では書きあらわしていなかった部分ですが、東京都の場

合は、先ほどお話した許可の内容を検索システムで全部見られるようになっています。それから、

行政処分、許可の取り消し、事業停止、それから命令。これについても処分をした当日にはプレス

をし、なおかつ、過去の分も含めてホームページで見られるようなことをやっておりますが、８都

県市の中で今お話した東京都と同じ扱いをしているのは、埼玉県。ほかは大体許可取り消しはプレ

スしておりますけれども、事業停止とか命令、ここまではオープンにしていないというようなとこ

ろもあります。したがって少なくてもその８都県市の中で、まずその辺の行政処分なり許可の情報

については、足並みをそろえてやっていく必要があるだろうというような意味でこういう表現をし

ております。 
 
【小泉部会長】 そうすると、８都県市で調整しておいて、それがまたさらに全国へ向けてというこ

とになりますか。 
 
【片岡産業廃棄物対策課長】 はい。 もう１ついいますと、この産廃振興財団でやっている産廃情

報ネットの部分もかなり自治体からの情報に依存している部分もありますので、全国レベルでやる

ために、自治体がまずその条件整備といいますか、そこをやっていかないとなかなか今のネックも

解消しないというようなこともありますので、まず８都県市で足並みをそろえた上で全国の共有化

につながっていけばという、そういう趣旨です。 
 
【銀林計画課長】 あと、中間処理施設がかなり埼玉とか都外にありますので、これを東京が仮にこ

れで７００社くらいですか、やったとしても、かなりのものは東京の隣接のところでさばかれてい

る可能生が高いので、そういうことからすると、その辺足並みそろえて広げていかないと、要はこ

こが厳しくなったからこっちへ持っていけばいいやという話になってしまう。また要するにハード

ルを高くしたところにものが入らないで、低いところへ大量に流れ込んで、そこに問題を起こすと

いうようなことなども念頭に置くと、やはり８都県市、あるいは大きく言えばオールジャパンでの

連携が必要だろうという認識です。 
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【福永廃棄物対策部長】 それと一番問題になりました青森・岩手県境の不法投棄もほとんど埼玉県

の中間処理業者から向こうへ持っていっていったものです。東京の排出事業者も非常に多いと言わ

れていますけれど、すべて埼玉の方に中間処理をされているものが、たまたま埼玉の業者が自分で

適性に処理しないでそのまま青森へと持っていってしまったというのがありますので、こういった

取り組みを東京都がやりましても、そういった近隣と一緒になって中間処理を全部押さえていかな

いと、本当の意味で不法投棄はなかなかなくならないということもございます。 
 
【北村委員】 処分情報の公表は、いいと私も思ってはいるのですけれども、いつまでし続けるもの

なのですかね。１回懲りて、心を入れかえて、それはその社名を変えればいい話ではありますけれ

ども。永久、未来永劫ずっと由緒ある社名でやろうと思っても、未来永劫これは既に傷のついた情

報があって、ホームページのアップはある程度のところで当然消えますよね。ただこれは情報開示、

情報公開請求されたら全面開示対象にやっぱりなり続けるのですよね、これは未来永劫。東京都が

した過去２０年分の処分とやれば文書特定できますから、全部やはり出てくるものですよね。しよ

うがないと思っているのですけれど、公務員の懲戒処分でも指名公表されない時代なのに、ちょっ

とつらいよなという気も逆にしないわけではないわけです。それはしようがないのですよね、やは

り。お答えになる立場ではないのかもしれませんが。 
 
【片岡産業廃棄物対策課長】 排出事業者の方の立場からすれば、許可を持っているか持っていない

かというのは、非常に基本的な部分です。現にその青森・岩手の不法投棄で措置命令を受けた事業

者というのは許可を取り消されたのではなくて、もともと持っていませんでしたけれども、そうい

ったこともありますので、一方で排出事業者のことを考えれば、そういった行政処分のデータとい

うのはオープンにすべきだろうというのが我々の今の考えです。都の場合はホームページで今５年

間、過去５年間の情報は見られるようになっております。 
 
【小泉部会長】 ただ、きちっとした会社は恐らくそういうことをしないだろうし、しっかりとした

処理をしていくでしょうから、ある意味では今回議論しているのは性善説といいますか、そういう

処理業者ということでのより良い適性処理ということでやっているわけです。今のお話のように、

そういう許可も持っていない業者が例えば不法投棄するとか、不適正処理をするということをどう

やって防ぐかというのが、やっぱりもうちょっと違う意味での大きな問題だとは思います。厳しく

やればやるほど、そうではない、逆のものが出てくる可能性があるわけで、その辺も今日あたりの

ウエストマネジメント、ザ・ウエストという新聞があるのですが、首相もそういうことを言明した

などということが少し記事に載っていました。やっぱり取り締まりをきちんとやる。不法投棄はし

ないで、廃棄物をきちんと処理していく。そういう流れがこの国全体に出てきて、不法投棄や不適

正処理はとんでもないことだというふうになっていかないと、どんどんいいものを育てようという

流れと、そういうことから外れたものについてはやはりきちっと処罰をしていくという、流れが必

要かとは思います。 
 全体、１、２、３、４ときまして、その他の新しい話も展開しておりますが、全体を通してまた

何か、ご質問ご意見等ございますでしょうか。どうぞ、芳賀委員。 
 
【芳賀委員】 新しいことを始めるというのは非常にいいことだなと思う反面、恐ろしいことだなと

思うことが多いのですけれども、例えばこの先ほどの業者さんの評価ですとか、あとは報告を出す

というふうな話なのですけれども、例えばある項目だけを営々やっていくと、みんなＡ・Ａ・Ａな

のですけれども、例えばその企業という生き物と考えたときに、全体像というのを見ながら評価を

するような手法というのが実は求められているのかなと思うのですけれども。例えば危機管理１つ

とっても、もしかするとコンサルか何かがつくったものをそのまま受け入れていてですね。例えば

雪印の事件ですとあそこはＨＡＣＣＰというＩＳＯ１４０００よりもっと厳しいものを導入してい

たにもかかわらず、社長が知らなかったとか、そういうことも起こり得るので、新しい制度を導入

すると見えない部分が出てきますから、しっかりその辺は事業者とヒアリングしながら、この経営

者のこの力量でこんなことができるわけがないとか、こんなことをやると言っているけれども、こ

れはどうせ担当の課長が考えたところで、経営者は知らないとか、性悪説でもって逆に調べていっ
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てほしいと思いますし。あとはＧＰＳの例も非常に私楽しいと思ったのですけれども、その管理を

するセンターが、例えばそのＮＰＯがある事業者の関係者が出資者であって、その管理をしている

人間が実はその事業者と関係しているとか、あとは業界団体の中から人が送られていて、事故が起

こったときに改ざんするのではないかとか、そういう利益相談とか、コンプライアンスみたいなも

のも、その最先端の技術の中に当て込むような指導をしていっていただきたいなと思います。 
 
【小泉部会長】 最近、いろいろな事件というか、ケアレスミスというのが結構いろいろなところで

起こっていますよね。おっしゃるとおりだと思います。 
 その他ございますでしょうか。どうぞ、藤山委員。 

 
【藤山委員】 私などパソコンも四苦八苦しながら使っている者にとって、このＧＰＳなんて、すご

いな、世の中は進んだんだなと思うのですが、普通の住民は処理業者などのホームページを見るよ

うなことはほとんどないのではないかと思うのですけれども、普通の住民が、何かこの処理業者変

だなと思った場合、まず各市区町村で連絡をとるのではないかと思うのですけれども、市区町村の

指導と東京都の指導とは重みも違いますので、住民からの情報を東京都が受け付ける窓口といいま

すか、そういう体制はあるのでしょうか。 
 
【片岡産業廃棄物対策課長】 まず、基本的に産業廃棄物は東京都の担当です。区市町村は一般廃棄

物と。ただその区別がなかなかつかない場合はまず区市町村にまず行って、東京都の方に連絡があ

るというような場合がありますが、いずれにしろその産業廃棄物にかかわる苦情なり疑問なりとい

うのは、我々廃棄物対策部で受け取りまして、現にそういった情報というのは非常に多くて、大体

必ず現場に立入に行くとか、そういう対応をしております。 
 
【藤山委員】 そうですか。何かもう少し住民に対して、こういう窓口があるよとか、そういう情報

を多く流していただきたいなと思います。 
 
【小泉部会長】 廃棄物１１９番のような。 
 
【藤山委員】 そうですね。 
 
【小泉部会長】 現にそういう担当部署はあるということですから、それをもう少しオープンにして

いくということですかね。 
 その他いかがでしょうか。どうぞ、野村委員。 

 
【野村委員】 その他のところで８都県市で調整ということで、情報の共有化という話がございます。

これは集まったデータの情報を提供する、それから、そういったものをこの８都県市で共有すると

いうことでしょうけれど、私どもの業界としての、お願いなのでございますけれども、我々が求め

られるデータベースでも８都県市で共有化を図っていただきたいなと思います。これはいつも、業

界の皆さんから意見が出るのですが、毎年６月くらいを締め切りに各都県市から、全部同じ内容の

資料を、各都県市の違うフォーマットで求められるのです。まずフォームを統一していただき、そ

れに費やす時間を少なくさせていただいて、むしろ正確なデータを上げるようなことに専念できる

ように、これはもうお願いでございます。何とかひとつ共有化というところでお願いしたいなと思

うのですけれども。 
 
【小泉部会長】 共通化みたいなことですね。 
 
【野村委員】 まさしく共通化していただきたい。そこのところです。８都県市で持っている問題点

は同じでしょうから。 
 
【片岡産業廃棄物対策課長】 その辺のお話はよく承知しております。一方で処理業者さんからの報
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告も非常にばらばらだというのでいろいろ言われております。そういった意味も含めてこの８都県

市で何とか足並みそろえられればという意味で書いてございます。 
 
【野村委員】 ある市では、いわゆる多量排出事業者が委託契約している処分業者の最終処分場まで

全部現地を確認して、北海道の果てまでいって、確認して報告しなさいというお話もございまして、

その辺も排出事業者、それから処理業者も含めまして、代表の意見といたしまして、ひとつお願い

申し上げたいなというふうに思うのですけれど。 
 
【小泉部会長】 では、その辺は少し鋭意前向きにお願いすることにいたしまして、その他よろしい

でしょうか。 
 本日は大変有益なご意見をいただきましてありがとうございました。 
 これから先の話になりますが、この議論を踏まえて、次回の部会、中間のまとめに向けて事務局

で整理していただきまして、それをもとに皆さんで再度また議論いただきたいというふうに考えて

おります。次回は恐らく１２月ごろになろうかと思いますが、そこまでに少しまとめていただくと

いうことになろうかと思います。 
 予定の時刻になってまいりましたけれども、そのほかなければ、本日の部会はこれで終了させて

いただきますが、よろしいでしょうか。 
 それでは、事務局から何か連絡事項はございますか。 

 
【銀林計画課長】 お手元に産業廃棄物部会開催スケジュール案というのがあろうかと思います。本

日１０月第２回ということで開催させていただきましたけれども、次回１２月ということで現在調

整をしております。決まり次第、ご連絡をさせていただきたいと存じます。なお、各委員の皆様に

は、冒頭お話しましたけれども、前回の議事録をお配りしてございますので、お持ち帰りいただけ

ればというふうに思います。またブルーのファイルについては次回、今回の資料を加えてお出しし

たいと思いますので、そのまま席上に置いていかれていただきたいと思います。 
 以上でございます。 

 
【小泉部会長】 それでは、本日は遅い時間帯にお忙しい中をお集まりいただきましてありがとうご

ざいました。本日はこれにて閉会いたします。 
 

（午後７時２９分 閉会） 


