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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１２月１日（月） 
午前１０時００分から    

場所：東京都庁第二本庁舎     
３１階特別会議室２１  

 
【小泉部会長】 皆さん、おはようございます。それでは、定刻になりましたので、第３回産業廃棄

物部会を開催いたします。 
 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いたします。 

 
【銀林計画課長】 おはようございます。環境局廃棄物対策部計画課長銀林でございます。本日は、

この雨の中、お越しいただきましてありがとうございます。 
 初めに、本日の出欠席についてお知らせいたします。ただいまの出席人数は６名でございまして、

部会委員総数の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。なお、本日、細田委員、芳賀委員につきましては、都合により欠席というふうに承っ

ております。中杉委員につきましては、まもなくいらっしゃると思います。定数の関係は以上でご

ざいます。 
 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。 
 東京都廃棄物審議会産業廃棄物部会という資料がお手元にあろうかと思います。１枚おめくりい

ただきますと、裏側の方に座席表、それから次に議題「中間のまとめについて」ということで、こ

れが４ページまであろうかと思います。そのあと、別紙大きい紙で折り込みになっておりますけれ

ども、別紙１、２が入っておりまして、一番最後に関係者からの意見聴取という構成になっており

ます。あと別刷りで前回第２回の産業廃棄物部会の議事録をつけてございますので、ご確認をいた

だきたいと思います。 
 よろしゅうございますか。 
 あと、お手元のブルーのファイルに総会それから前回部会でお配りした資料を一括して通覧して

おります。必要に応じて御覧いただければと思います。 
 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、これより本日の議事に入りたいと思います。 

 本日の議題は、中間のまとめについてでございます。これまでこの審議会、部会でいろいろ審議

してまいりました、その件につきまして、中間のまとめということで、本日お諮りしたいというこ

とでございます。 
 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ございます。 

それでは、右上に資料と表示してあります、これに沿いまして、私の方からご説明させていただき

たいと思いますが、今回は中間のまとめのご議論なんですが、アウトラインという形でお示しさせ

ていただきました。本日の議論を踏まえまして、次回までに文章化したいと思っておりますが、本

日はこういった箇条書き的な形での資料を基にご議論をいただきたいと思っております。 
 それでは、説明に入らせていただきます。アウトライン案は、第１から第４までの一応４章立て

ということになっております。ボリュームもそうありませんので、読み上げさせていただきます。 
 第１、不適正処理の要因。 
 産業廃棄物の不適正処理。 
 東京では年間２，５００万トンの産業廃棄物が排出され、最終処分量の７５％は他県で処分され

ている。 
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 国内では、年間１，２００件の不法投棄事件が発生しており、東京から排出された産業廃棄物が

他県で不法投棄される例もある。 
 産業廃棄物の不法投棄は、土壌汚染や地下水汚染を引き起こし、生活環境に重大な影響を及ぼす

おそれが大きい。 
 不適正処理の要因。 
 不法投棄等の不適正処理は、排出事業者から、収集運搬業者、処分業者に至る正規ルートのいず

れかの段階で、産業廃棄物が違法ルートに流出することで発生する。 
 排出事業者の中には、価格優先で処理業者を選定し、委託後は処理業者任せという意識が見られ

る。 
 排出事業者に適正処理の意識があっても、処理業者を選ぶための情報が十分に得られないという

点も指摘されている。 
 収集運搬業者が処分業者に運搬せずに、無許可業者等に処分を委ねる例がある。また、処分業者

が、処理能力を超える産廃を受け入れ、処理し切れないものの処分を無許可業者等に委ねる例もあ

る。 
 これらの不適正処理の要因を断ち切り、産業廃棄物の適正処理徹底に向けて、全国に先駆けた取

組を行うことは、東京都の産業廃棄物行政に課せられた重要な責務である。 
 第２、新たな施策構築の必要性。 
 １、これまでの施策とその効果。 
 廃棄物処理法の改正。 
 平成１２年の廃棄物処理法改正では、排出事業者責任の強化（産業廃棄物処理の東京ルールの法

制化）及び不法投棄に対する罰則強化などが行なわれた。 
 ここで、産業廃棄物処理の東京ルールという言葉が出てまいりますが、２ページの真ん中辺の注

１で説明をしております。これは、清掃局時代ですが、平成９年に中間報告、平成１０年最終報告

が出されましたが、注１にありますように、産業廃棄物の排出事業者などが最終処分に至るまで適

正に廃棄物が処理されたことを確認する都独自のルールで、このルールは、平成１２年の廃棄物処

理法の改正の中で、法制度として盛り込まれたという経緯がございます。すなわち、マニフェスト

のＥ票という最終処分場まで行った最後のペーパーが排出事業者に戻るという改正が、この平成１

２年の法改正で行われているわけですが、その先駆的なルールとして、平成９年、１０年に、いわ

ゆる東京ルールというものが出されたという経緯がございます。 
 恐れ入ります、１ページの方に戻っていただきまして、下から３行目ですが。 
 平成１５年の改正でも不法投棄等の未遂罪等の創設などが行われている。 
 東京都のこれまでの施策。 
 都は東京都廃棄物処理計画において、不法投棄などの不適正処理を撲滅することを目標に掲げ、

規制・監視体制の強化などに取り組んでいる。 
 都内の排出事業者及び処理業者に対する立入指導を実施するとともに、廃棄物処理法に違反した

処理業者に対する許可取消しや、排出事業者に対する原状回復の措置命令など、厳格かつ迅速な行

政処分を行っている。 
 産廃Ｇメンを設置するとともに、産廃スクラム２７や八都県市の場を通じて近隣自治体との連携

により広域監視体制を強化している。 
 建設業者や処理業者とエコトライ協定を締結し、産業廃棄物の適正処理や資源化に向けた、法令

以上の自主的な取組を促進している。 
 都内処理率の向上を図るため、スーパーエコタウン事業において、東京臨海部に産業廃棄物のリ

サイクル・処理施設の整備を進めている。特に、ＰＣＢ廃棄物及び医療廃棄物については全量都内

処理を目指す。 
 なお後を絶たない不法投棄。 
 しかしながら、法による罰則の強化や行政による指導・規制・監視だけでは不適正処理の根絶は

不可能である。 
 都内には約５０万カ所の産業廃棄物排出事業所が存在し、また、都の許可を有する産業廃棄物処

理業者が１万社にのぼることから、行政が個々に対応するには物理的限界がある。 
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 脚注は省略させていただきます。 
 ２、今後の施策の方向。 
 これまでの規制・監視の強化に加え、排出から最終処分に至るまでの産業廃棄物処理の透明化を

促進し、社会全体でチェックしていくことで適正処理の徹底を図るべきである。 
 特に排出事業者を多く抱える都としては、排出事業者に対し処理業者の選定等において適正処理

を担保することを求める必要がある。 
 処理業者に対し、処理の実態を明らかにするよう求め、処理業者の透明性・信頼性の向上を図る

とともに、排出事業者が信頼できる処理業者を選定しやすくする必要がある。 
 第３、適正処理の確保に向けた新たな施策。 
 １、排出事業者から適正処理への取組に関する報告を求める制度。 
 現状。 
 法律及び東京都廃棄物条例に基づき排出事業者に産業廃棄物処理計画書及び実施状況報告書の提

出を求めている。 
 報告事項に、産業廃棄物処理の管理体制や、排出抑制・再生利用に関する事項が盛り込まれてい

るものの、処理業者の選定など適正処理に関する具体的な取組を求めるような制度にはなっていな

い。 
 新たな制度の方向。 
 現行の報告制度を拡充し、処理業者の選定方法や処理の履行状況の確認方法など適正処理に向け

た具体的取組に関する報告を新たに求め、報告された内容は公表すべきである。このことを通じて、

排出事業者に対して適正処理を徹底するよう意識の改革を求めるべきである。 
 制度の対象となる事業者の範囲を拡大するとともに、対象外の小規模事業者も任意に参加できる

仕組みとし、都がその氏名と報告内容を公表する制度を検討すべきである。 
 提出された報告書等を活用して効果的な立入検査を実施し、検査結果の概要を公表していくべき

である。 
 虚偽報告等については、その旨を公表していくべきである。 
 個々の排出事業者の取組がオープンになることで、排出事業者の適正処理に向けた取組が一層促

進される。また、他社の取組事例を参考にすることができ、排出事業者全体のモラルアップが期待

される。 
 次の点線の枠で囲んだところは、この部分に関します前回部会での主な意見を掲げてございます。

これは実際の中間のまとめでは記載は外しますが、今日の段階では入れさせていただきます。前回

部会での御意見としては、一つ目に、全排出事業者に報告を義務付けることが望ましい。それから

二つ目に、立入検査結果も可能な範囲での公表を検討すべきだ。三つ目に、報告書の公表の仕方を

工夫し、行政の指導状況が都民に伝わるようにすべきだ。というような御意見をいただいておりま

す。 
 続きまして、２、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制度。 
 現状。 
 都の許可を有する産業廃棄物処理業者に対し、要綱に基づき、廃棄物の種類別処理量のみの報告

を求めている。 
 新たな制度の方向。 
 現行の報告制度を拡充し、処分業者や保管積替え施設を有する収集運搬事業者に搬出入の実績や

施設の稼働状況など、処理の状態を確認できるデータの報告を新たに求め、報告された内容は公表

すべきである。このことを通じて、処理業者に対して適正処理を徹底する意識の改革を目指すとと

もに、処理の透明化を図る必要がある。 
 提出された報告書を活用して効果的な立入検査を実施し、検査結果の概要を公表していくべきで

ある。 
 虚偽報告等については、その旨を公表していくべきである。 
 個々の処理業者の処理状況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。併せて、

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。 
 この部分での前回部会での御意見としては、報告制度を万能視せず、限界を踏まえた上で報告制
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度を運用すべきだというような御意見がございました。 
 続きまして、３、その他の新たな施策。 
 優良事業者の育成。 
 排出事業者の優れた取組に対しては、広く紹介していくとともに、表彰なども検討すべきである。 
 ２に述べた新たな報告制度の定着状況を見た上で、適正処理の徹底と信頼性の向上に向けて法令

規定以上の取組を行っている優良な処理業者を、客観的な指標に基づいて評価する制度の導入を検

討すべきである。これにより、処理業界全体のレベルアップが期待される。 
 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検討。 
 ＧＰＳやＩＣタグ等を活用して産業廃棄物の流れをリアルタイムで追跡するシステムなどの新た

な試みについて技術的支援を行い、感染性廃棄物やＰＣＢなどでの先進的な取組成果を見た上で、

他への普及を図っていくべきである。 
 第４、広域的な仕組みの構築。 
 産業廃棄物は広域的に処理されることから、以上で述べた施策に都が単独で取り組んでも、それ

だけでは、不適正処理を撲滅することは困難である。 
 都は八都県市間の調整を図り、共通の仕組みが構築されるよう努力するべきである。また、全国

共通の仕組みとなるよう国に働きかけていくべきである。 
 この部分での前回部会での御意見としては、排出業者に報告を求めるフォーマットについても八

都県市で共通化してほしいというような御意見がございました。 
 以上、中間のまとめのアウトラインですが、３ページに記載しました二つの報告制度についての

補足資料を別紙でまとめてございます。別紙１が、排出事業者から適正処理への取組に関する報告

を求める制度（案）ということで、左が現行の制度、右が新たな制度ということで、何がどう新し

くなるかということを表示しております。 
 まず、現行制度。対象事業者は約６００ということで、東京都廃棄物条例に基づく事業者、建設

業、病院、製造業など。建設業ですと、資本金が５億円以上というような一定規模以上の事業者。 
 それからもう一つが、廃棄物処理法に基づく多量排出事業者。合わせまして約６００が対象にな

っております。 
 この対象を拡大しようということで、対象事業者約１，７００。都廃棄物条例に基づく事業者と

しましては、建設業、これは資本金５億円を１億円以上に線引きを引き下げて対象を広げると。建

設業につきましては、最終処分量のうち、建設業全体で見た産業廃棄物というのが約９０％を占め

るという状態にあります。それから病院につきましては、全ての病院に広げる。普通、病床数２０

床以上が病院といわれています。２０床未満は診療所という線引きになります。これにつきまして

は、人の健康・生命への影響が大きい感染性廃棄物の適正処理を徹底するという目的。それから製

造業については、従前どおり。法による大量排出事業者も従前どおりですが、さらに報告対象以外

の事業者も任意で報告ができるようにしましょうということであります。 
 右上に吹き出し的に書いてありますが、この辺をターゲットにすることによって、例えば建設業

でいえば適正処理の徹底というのが、元請業者から下請業者への波及が期待できるだろうと。ある

いは製造業等については、メーカーから部品納入業者などへの波及が期待できるだろうという思い

がございます。 
 それから真ん中の報告内容ですが、現行の制度では廃棄物の発生量等、廃棄物量の把握が中心で

ありました。これを「量から適正処理の取組へ」ということで、新たな制度では現行の内容に加え

て、例示ですが、処理業者の選定方法、処理の履行状況の確認方法、電子マニフェストの導入状況

など、適正処理への取組報告中心の報告をしていただこうということであります。 
 下の方ですが、現行では、都への報告につきましては、法に基づく報告については縦覧をしてお

ります。あとは集計をし、計画策定等の基礎データに使っているわけですが、これを全面的に公表

しようということで、処理の透明化、社会全体でチェックする仕組みというのをねらいとしており

ます。 
 それから下ですが、優れた取組は表彰しようということです。 
 それから東京都から対象事業者に矢印がございますが、報告に基づく立入検査をし、その結果の

概要を公表しようというのが、排出事業者の報告制度の案でございます。 
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 それから別紙２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制度（案）

ということで、同じく左が現行制度、右が新たな制度となっております。現行では、報告内容と報

告頻度ですが、廃棄物の種類別処理量について、１年に１回報告いただいています。これは廃棄物

処理量の把握が中心ということですが、これを量から適正処理状態確認へということで、報告内容

につきましては、処分業者、これは中間処理業者と最終処分業者をあわせて処分業者といっており

ますが、処分業者及び保管・積替え施設を有する収集運搬業者、約７００社ほどございます。この

事業者に対して、現在の内容に加えて、例えば産業廃棄物の搬入・搬出実績などを四半期ごとに報

告いただこうと。これによって適正処理の状態を確認できるデータ中心の報告にしようというふう

に考えております。 
 下の方ですが、現在は報告をいただいた分については集計をしております。これは計画策定等の

基礎データに使っておりますが、これを全面的に公表するということで、処理の透明化、社会全体

でチェックできる仕組み、それから排出事業者が処理業者選定のための基礎情報とするということ

で、これも同じく都から都の許可を有する処理業者に矢印が出ておりますが、報告に基づく立ち入

り検査をし、その結果の概要を公表するという案でございます。 
 資料の説明は以上です。 

 
【小泉部会長】 どうもありがとうございました。ただいま事務局の方から中間のまとめについての

アウトラインということで、その骨子を説明していただきました。これからご審議いただくわけで

すが、四つの章に大きく分かれておりますので、それぞれのパートごとに順次議論していただけれ

ばと思っております。 
 まず、第１のパートの「不適正処理の要因」、このところについてのご議論をお願いいたします。 
 不適正処理ということで、大きくは三つの○で題が書かれておりますけれども、いかがでしょう

か。では、中杉委員。 
 
【中杉委員】 一番最初の不適正処理というところに多分入ると思いますが、不適正処理をすると、

どんな問題が起こるかということがここで書かれているわけですけれども、多分４番目として、社

会全体として修復のために物すごいコストがかかるということが非常に大きな要因なのですよね。

そのこと自体を書くことで、排出事業者や処理業者の人が不適正処理すると、非常に大きなコスト

負担になるのだということを認識させる意味でも、ここは、それは入れておいた方がよろしいので

はないかというふうに思います。実際の健康被害があるかどうかというところは、かなり水かけ論

みたいなところが出てくるのですけれども、修復しなければならないというのは物すごく大きなコ

ストで、もうこれは方々で今やっているわけですから、それをなくすためにも最初に適正なコスト

を払っておけば、後でその数倍から数十倍というコストをかけなくて済むんだということが一番の

ポイントではないかと思いますので、ぜひそれを入れておいていただければと思います。 
 
【小泉部会長】 はい、ありがとうございます。 

 その他、いかがでしょうか。 
 それでは、北村委員、お願いします。 

 
【北村委員】 恐らくはこのところとも関係するのですが、要因ということでまとめるとすると、こ

ういう議論もあるのかなと思います。言いにくいということですが、あとの方で５０万社という議

論が出てまいりますよね。それは例えば、処理を受託した人が東京以外のところで何か悪さをする

といった時には、その現場の行政がある程度の対応をするのでしょう。都として排出業者に対する

権限、これは後の方でも書いてあるのですけれども、都民から見ると、「いや、違法状態がなけれ

ば別に問題はないけれど、あるのにちゃんとやっていないのがそういう状態をずっと継続させる原

因なのではないですか」というふうに言われたらどうでしょうか。「いや、そうではないぞ」とい

うことであれば全く結構なのでありますが、そこのところを要因として入れてよろしいものかどう

か、なかなか迷うところでございます。これは私というよりも、他の委員の先生方のご感触もある

いはあるのかなと思うのですが。もっと言うと、三つ目の丸は、東京都が頑張るぞと言っているの
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ですが、これは不適正処理の要因ではないですね。第１の三つ目の丸ですけれど、それは当たり前

ですから、これは要因のところで議論するよりも、むしろ原因のところで議論しているので、整理

としては、ちょっと奇異な感じがする三つ目の丸でございます。 
 
【小泉部会長】 恐らくこの第１の内容を書いていく中で、この３番目の丸は、こういうふうなこと

を書いていくという最後の流れのところになるかもしれません。確かに要因とはまた違うかもしれ

ません。 
 
【北村委員】 もう少し申しますと、全体の流れが、５０万あるから、なかなか逐一都から出張して

いってマン・ツー・マン対応をするというのは非常に難しいのは事実です。その情報の提供という

のを求めて、それをマーケットに戻すことで、マーケットの方から個々の排出業者さんが評価をい

ただくということでその管理をしていこうという、そういう発想ですよね。それは私は全く妥当な

ことだとは思っているのです。 
 
【中杉委員】 今の北村委員の論理の構成からいくと、多分こういうことだと思うのです。今までの

あれについてうまくいっているのであれば、何も新しいのを見直す必要はなく、この不適正処理の

要因が、これは新たに起こってきたことなのか、それとも前からあって、それに十分対応できてい

なかったのかというところが、何か語れないと、後ろにつながっていかないというふうな感じはし

ますね。だから、そこら辺のところを少し、この不適正処理の要因が、こういう事態が新たに起こ

ってきたからそれに対応して新たな対策を組んでいくのか、これまで見ながら必ずしも十分にでき

なかったから新たにやるのかという、その整理をしてつなげていかないと、多分新たな制度を作る

ということの意味、意味といいますか、理由がないのではないかというふうなことを言われている

のかなと私は解釈したのですが。 
 
【北村委員】 そのとおりでございます。 
 
【片岡産業廃棄物対策課長】 今、ご指摘の２ページ目の最初に出てくる丸の部分、「なお後を絶た

ない不法投棄」というところで触れているつもりではありますが、少しまだ不十分だというふうに

思われる点もございますので、この辺、少し工夫の余地があるかなと思います。 
 それから、北村先生が前段でおっしゃった、５０万の事業所について、都がどれだけやっている

んだというような趣旨のご発言だとすれば、今の立入指導なりの都のこれまでの施策というところ

ももうちょっと書き足せばいいのかなという気がしているんですが。そういうご趣旨では。 
 
【北村委員】 ええ。そういう趣旨でもございますが、そういう趣旨でないところも実はございます。

それは５０万とあると、到底無理だというのは誰でもわかるのですけれど、例えば５０万のうち、

悪質性の高い者という言い方をすれば、５０万もいないわけですよね。そうすると、後のところに

も書かれますからあれなのですが、例えば片岡さんがおっしゃった２ページの上の方では、例えば

「排出業者に対する原状回復の措置命令など、厳格かつ迅速な行処を行っている」と書いてござい

ますよね。これは事実が書かれているのでしょうから、確かにそういう悪質性の高い方にはこうい

うこともやっているということで、その都の厳格な対応がマーケットに対してメッセージを発して

いるという言い方ができるのですね。 
 それでちょっと先走って恐縮なのでございますが、第１の要因のところに価格優先ということが

あって、これは非常に大きな要因なのは私どももわかっているつもりなのです。となると、例の

「排出業者に対しても適正価格で委託しなかったがゆえに」云々という例の１９条の６という規定

の発動ができないのかということがございますよね。これは全国で適用例ゼロでございますから、

東京都だけが悪いわけでは決してないのでありますが、ただ、東京都にこれだけたくさん排出業者

がいて、多分いろいろな方がいらっしゃるはずで、となると、何というのか、そもそも１９条の６

の対象でないから出していないだけだという話なのか。対象ではあるけれども、その要件認定が非

常に難しい、環境省の処理基準にもアバウトにしか書いていないところで、訴訟にたえるような処
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分ができるかというところで、やはりひるむところがある。だからこそ、それだけではなくて、

大々的な情報等のところも必要なのだというあたりまで分析として、さっと今片岡さんが読まれた

ところだと、その辺がちょっと曖昧だったものですから。どういうご整理をしていらっしゃるのか

なというのが、もっと根底にある問題認識だったのです。ちょっと第２の方にも踏み込んですみま

せんでした。 
  

【小泉部会長】 では、まとめる際には、その辺も少し視野に入れて、文章を作っていくということ

で、よろしくお願いしたいと思います。 
 いろいろ第１のところでもあろうかとは思うのですが、恐らくこの中間まとめできちっとした成

文になっていくときには、この項目の名称なんかも、「不適正処理の要因」という名称よりも、も

うちょっとお考えいただいた方がいいかもしれませんね。どうも要因ということだと、いろいろな

問題がまた出てくるかもしれませんので、こういう項目の名称も考えていただいて内容を文章化し

ていただければと思いますが。 
 それで、また第１に戻ってもよろしいと思いますが、次に進みたいと思います。この第２の「新

たな施策構築の必要性」というところで、ご議論をまたいただきたいと思いますが、どうぞよろし

くお願いいたします。 
 では、野口委員、どうぞ。 

 
【野口委員】 今の北村先生のお話を聞いていて感じる部分でもあるのですが、２の施策の方向のと

ころで、透明化を促進し、社会全体でチェックしていく仕組みを作るために報告聴取を強めていく

というつながりになるのだと思うのです。とすると、社会全体でチェックしていくだけではなく、

先ほど来お話のあったように、今までなかなかこう、踏み込めなかった行政の規制とか処分とか指

導を行う場合にも、やはりこの透明化を促進して、情報をきちんと行政がもらっておく必要がある

のだというのが入ると、後の方には効果的な立入検査を実施するためにもその検査結果を活用して

いく、公表していくべきだというようなところにつながっていきますので、それが入ると随分と。

もう行政だといっぱいいっぱいだから、社会に、マーケットにお任せしましょうというのではなく

て、むしろそれが行政のこれまでの規制行政とか監視体制の強化にもつながるのだと気がいたしま

した。そこをそうすると、全体として、行政も東京都もこれから頑張るし、その情報がたくさん出

てくれば、マーケット、市場による統制というのも効いてくるんですよと欲張ってもいいのかなと

いう気が少ししたのですが。意見というよりは感想です。 
 
【小泉部会長】 大島委員、どうぞ。 
 
【大島委員】 野口先生の一歩踏み込んだというところを、ここのスーパーエコタウン事業のところ

でも一歩踏み込んでいただきたいなと思うんですね。多分各処理施設ごとにはこれほどの産業廃棄

物に関する新たな制度をすることによって、それぞれ個々は適正処理と適正な廃棄というのが行わ

れていくとは思うんですが、ただ、先日見学に行かせていただきましたように、本当に小さな１区

画をスーパーエコタウンと称して、その中でいろいろな事業というか、廃棄物処理が行われていく

と、それぞれの施設ごと、それぞれの事業者ごとでは適正な廃棄であるにも関わらず、全体的にし

ていくと、総量としては適正ではないというような数値が出た場合、果たしてではどこが責任をと

るのかという大きな問題が出てくると思うんですね。それぞれは適正なんです。でも、ああいうと

ころでぱっとやったときに、全体像としての総量をどういうふうにしていくのか。この中で「都内

処理率の向上を図るため」ということで、スーパーエコタウン事業を書き込むのであれば、やはり

都としての責任とか、それから監視体制とか監視能力についても、やはりきちんと書き込んでいか

ないと、都民の方は安心した都民生活というのができないのではないかなと思っているんですけれ

ど。 
 
【片岡産業廃棄物対策課長】 ２ページでスーパーエコタウン事業に触れていますのは、東京都のこ

れまでの施策、要するに適正処理のための施策ということの一つとして掲げてあります。これは簡
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単に言いますと、県外よりも都内でそういった施設があれば目も届きやすいだろうと、そういった

思いもあって、都内処理率を上げるということが、これがまた適正処理につながるという位置付け

で書いてございます。 
 それで、今お話のあったスーパーエコタウン事業での実際に適正に施設を動かし処理するという

部分は、スーパーエコタウンでは施設がたくさんあるうちの一つですから、これは後に掲げる当然

報告制度でも、それからちょっとＰＣＢで触れていますが、ＧＰＳを導入しようなんていう計画も

ございますので、そういった中でのワン・オブ・ゼムだというふうに考えます。スーパーエコタウ

ン事業ですから、もう当然ながらその辺はきちんとやっていくのだという考えで、特にスーパーエ

コタウンだからどうのこうのということを後半部分で触れる必要はないと思っております。 
 
【大島委員】 おっしゃることはよくわかった上で、あえて発言させていただいているのであって、

やはり東京都のこれだけの人口の、それから臨海部におけるスーパーエコタウン事業というのは、

やはりそれなりの意味というのがあると思うんですね。それで実際に海風の問題や何かから、そこ

で総合的に廃棄されたものがどこに落ちていくかというシミュレーションもあります。そういう中

で、やはりこれはこれ、それはそれというような今までの行政手腕でいくと、一番最初に北村先生

がおっしゃった、今までのことがきちんと整理された後の新たな案ではないんじゃないというとこ

ろに私は戻っていくのかなと思うんですね。ですから、今までは確かに個々の施設に対しては個々

の対応でよかったけれど、そうではないんだよと、きちんとした総合的なこういう道筋がある、目

標があるから、そこに向かって今度の制度ができていくんだということを、ぜひ書き込んでいただ

きたい。 
 
【松本参事】 スーパーエコタウン事業の個々の事業者には、一般の産廃業者以上の取り組みを求め

ておりまして、例えば自主管理値を設定するなど、きちんとした対応をしております。また、業者

さんはそのホームページなどを作ることによりまして、実態をオープンしているという取り組みも

しております。そういうこともありますので、この審議会の今ご議論をいただいている内容のそれ

以上の取り組みは既に要求されているかなというふうに考えております。「全体で、全体で」とい

うお話なんですけれども、個々の事業者さんがきちんと取り組んでおりますので、その辺は御心配

いただくことはないと思っております。 
 
【大島委員】 それでも心配なんです。それぞれの事業者が、先ほどもお話ししましたように、出て

くるものがすべて適正な範囲内のものであっても、それが総合的になった場合にどうなるかという

のは、やはりわかり切れないわけですよね。ではそれはどこが責任を持つのかといったら、それぞ

れの事業者は適正な廃棄をしているということにおいては、誰も責任はとれなくなってしまう。そ

の辺の不安をどういうふうに都民として解消していただけるのかというのが、大きな問題ではない

ですかというふうにお聞きしているんです。ですから、不適正な処理施設を造るなんて東京都が認

めるなんて全然思ってはいませんよ。その辺については全く安心しているんです。その上に立って、

なおかつ総合的な、総量としての不安要因に対しては、どのように対応していただけるんですかと

お聞きしているんです。それを書き込んでいただきたいと。 
 
【松本参事】 ちょっと論点がずれているかと思いますけれども、ちょっと私の考えを聞いていただ

きたいのですが、処理責任は産廃処理業者自身のものでありまして、東京都が東京都の産廃行政の

適正処理されていること、全体の事業者の自己責任に代わって責任をとるということにはならない

かと思うんですよね。規制監視という形でやっておりまして、その前に許可という制度もあります

し、そういう法の枠組みの中で責任を果たしていくという基本はあるかと思うんですね。 
 それで今回なぜここにスーパーエコタウン事業を書き込んだかというのは、産廃課長が申し上げ

ましたように、都内の中で処理率が低いと、よそへ行ってしまうと、都の中で目のきくところにあ

った方がいいということで、そういう意味もあってここに書き込んだということですね。 
 
【中杉委員】 大島委員の言われる話は、確かに一つの懸念としてはあるのですが、多分これは廃棄
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物処理のスーパーエコタウン事業だけで議論できる話ではないのですよね。当然その周辺にはいろ

いろな施設が、廃棄物処理施設ではない施設もありますから。やるとすれば他の部局の話で、後で

また３番目の３章のところで私も少し申し上げますけれども、他のものとの絡みで考えていかざる

を得ないのだろうというふうに思いますので、ここだけで議論できる話では多分ないでしょう。多

分この第２のところの議論ではなくて、むしろ第３のところで少し何か書くとすれば書き込んでい

くような話だろうというふうに私は思います。 
 
【小泉部会長】 よろしいでしょうか。 

 私も東京都全体、あるいは日本国全体、場合によっては地球全体にもつながってしまうような話

になるので、ここのところはそういう御意見ということで受け止めておきますが、よろしくお願い

したいと思います。 
 その他、何かここのところで。 
 どうぞ、藤山委員。 

 
【藤山委員】 「なお後を絶たない不法投棄」というところですけれども、法による罰則とかがいろ

いろ書いてありまして、行政が個々に対応するには物理的限界があるというようなところがありま

して、その下に、だからこそ社会全体でチェックしていくことが必要であるということですよね。

この社会全体というのは、都民・住民の目と考えてよろしいわけですよね。 
 
【片岡産業廃棄物対策課長】 はい。第３に出てきます報告制度というのが、すべて公表という仕組

みを考えていますので、そういう意味ではどなたでも見られます。 
 
【藤山委員】 社会全体、都民・住民の力が必要であるということを訴えていると理解してよろしい

のですか、この辺は。そうであるならば、もう少し都民に訴えかけるような、都民・住民の力が必

要なのですよというような、何といいましょうか、理解できるような、そういう強調した言葉を入

れていただけると、頑張ろうかなみたいな感じにもつながるのではないかなと思います。 
 
【小泉部会長】 それでは野村委員、どうぞ。 
 
【野村委員】 この文書の冒頭にやはりねらいといいますか、そういうものがきっと今の総合的なお

話の中に欠けているのではないかなと。先ほどのスーパーエコタウンの事業につきましても、その

中のどの部分に位置するのかなと。例えば最終処分量の７５％が他県で処分されていると。この事

象に対して、都の方では大体ではどのぐらいになればいいのかという目標値が一つあって、それに

対する例えばスーパーエコタウン事業であり、いろいろなこれからの話題になってきます話の内容

でないのかなというふうに思うのですけれども、きっとそこのところの部分がちょっと落ちている

から、今みたいな議論になっているのではないかなと思うのですけれども、いかがでございましょ

うか。 
 ちなみに、最終処分量の７５％が他県で処分されているということについて、これの都内処理率

の向上を図るためスーパーエコタウン事業があるというふうにございますが、ではこの７５％とい

うのは、大体都として幾ら、どれぐらいを目指せばよろしいのか、もしおわかりになれば御返答い

ただきたいと思いますが。 
 
【片岡産業廃棄物対策課長】 廃棄物処理計画というのを平成１４年に策定いたしまして、そこでは

ストレートに他県でのいわゆる最終処分量を７５％から何%にするというような掲げ方はしており

ません。ただ、そのスーパーエコタウン事業を進める中で、ＰＣＢそれから医療廃棄物、これは全

量都内での処理を目指すというのは、うたってあります。あと明確にはうたっておりませんが、い

わゆる混合建設廃棄物、この辺についても、スーパーエコタウンでかなり都内での受け皿が可能に

なるだろうというのは事実としてあります。 
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【小泉部会長】 産廃の場合、量と質がやはりあると思うのです。７５％という数値というのは、あ

くまでも量的なものの数値なわけですが、そういう意味では非常に東京都は他県依存型というふう

に見られると思います。特にスーパーエコタウンあたりでやろうとしていることは、そういう処理

の難しいもの、輸送するといろいろ問題が起こるようなものを集中的に都内で全部やっていくと。

私は逆にそういうものについては、都内でもっと処理をしていくような方向があってもいいとは思

いますし、特にＰＣＢ廃棄物はこれから１０年の間に全量処理するというような方向性も出ていて、

それをスーパーエコタウン事業の中でやるという、これは一つのバルーンではないかなと私は思っ

ております。その辺の、産廃の量と質に注目したいろいろな処理をどうしていくかという議論がこ

れからやはり起こるのだと思います。確かに今日は骨子ということでの項目立てですから、いろい

ろな誤解もあろうかと思いますし、ちゃんと文章化していったときにその辺もいろいろ踏み込んで

書いていただくと、読んだ方でおわかりいただけると思っております。 
 内容的には、第３の「新たな施策」というところが一番大きいというふうに思っていますが、第

２のところではその他の御意見はよろしいでしょうか。まだいろいろあろうかとは思いますが、一

応順番に進んでまいりましょう。 
 この第３の「適正処理の確保に向けた新たな施策」というところで、これが一番私は大きいかな

というふうに思っておりまして、いろいろ１から３まで出ているわけですが、順番にやっていって

もよろしいですし、どこからでもいいとは思っているんですが、第１に「排出事業者から適正処理

への取組に関する報告を求める制度」、それから第２は「処理事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制度」、そして第３として「その他の新たな施策」ということで、３本

立てになっているわけですけれども、一応上から順番にやっていきたいとは思いますが、２番、３

番のところでも結構でございますし、この第３の、ここが一番大きな議論のところではないかと思

いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 
 どうぞ、中杉委員、お願いいたします。 

 
【中杉委員】 先ほど大島委員の話にも絡むのですけれども、もう少し他の制度との対応といいます

か、関連、活用というようなものを考えてはどうかと思っているのです。不法投棄をされた場合に

一番問題なのは、やはり有害物質を含んでいるものが問題になろうかと思います。その有害物質の

移動の状況については、別途個別物質ごとにＰＲＴＲ制度は動いていて、届け出を、廃棄物として

の移動量も届けられているわけですね。これは東京都を経由していきますから、国へ届けが行って、

それが東京都に戻ってきているはずなので、東京都全体にどこの事業者が、廃棄物の種類はわかり

ませんけれど、こういう有害物質は廃棄物としてどれだけ移動しているかという情報は全部把握で

きるわけですよね。それについて、それをどう活用するかということが一つのポイントではないか

というふうに思います。それを全く別に考えるというのは、少しいかがなものかなと。その活用と

いうことももう少し入れていく必要がある。その上で考えてみますと、今すぐにというのは難しい

のかもしれませんが、この製造業従業員３００人以上というのは、一律にということであればこん

なことかもしれませんけれども、ＰＲＴＲの制度の中では、今はまだそこまでいっていないけれど、

２０人が、２１人以上でしたか、届け出のところになっています。ですから、２１人以上の事業所

からは、数年先か今もう２１人以上になっているかちょっと正確に覚えていませんけれども、廃棄

物としての有害物質の移動量というのは、報告がされます。それと比べると、この３００人という

のは、余りにも差がありすぎるような感じがします。そういう意味でいえば、そういう特定の有害

物質というか不法投棄が問題になるような事業所、例えばＰＲＴＲの届け出の対象となっている事

業所については、もう少し小さな規模まで報告を求めるというようなことがあってもいいのかもし

れない。これは今すぐにということはなかなか難しいかもしれませんけれども、将来的にはそうい

う方向を検討していくべきだろうと。逆にいえば、ＰＲＴＲの中で、廃棄物として移動量を届け出

ていますけれど、そのものについて、例えば鉛なら鉛、これはどこの事業者に出されているのかと

いうのは、これは廃棄物のＰＲＴＲの方では、ちょっと正確に覚えていませんけれど、届けが出る

のか、出ないのか。もし出ないのであれば、こちらの方でそれを押さえるということも必要ではな

いかと。そういう組み合わせをうまく考えてやっていくことがいいのではないかと。これは国の方

がまだできていないので、何とも言えないですけれども、先ほど東京ルールというように東京都で
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先鞭をつけていただくことも当然考えられるわけですから、そういうようなことを先鞭をつけて工

夫してもらえるとありがたいなというふうに思います。 
 
【片岡産業廃棄物対策課長】 今ご指摘の件は、確かに他の制度とうまく活用したらという部分では、

すぐには、にわかには難しいかもしれませんが、そういった視点でという部分は取り込めるかなと

いうふうに思います。なお、現在の報告制度の中で条例以外に法に基づく多量排出事業者からの報

告というのを、２本立てのもう１本の方で求めていまして、有害物質の場合は特別管理産業廃棄物

ということですので、年間５０トン以上排出されれば報告としては出てくるというのは、これは御

参考までですが、そういったものはございますが、いずれにしろ「ＰＲＴＲ等の他の制度とうまく

組み合わせてやったら」という部分は、受け止めさせていただきたいと思います。 
 
【中杉委員】 有害廃棄物はある限定された基準のある項目が出る、ＰＲＴＲはそれをある程度、ま

た３５４物質ですから、そこら辺のところは今すぐにというふうには申し上げませんが、できるだ

けそういうものを活用していくことが必要ではないかということで、多分大島委員、都民の方が不

安に思われているところが解消されていくのではないかというふうに思いますけれど。 
 
【小泉部会長】 では、よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。 

 このＰＲＴＲはもう今実行されているところもあります。 
 
【中杉委員】 ２００１年の報告から、２００１年の実績から報告が出ていまして、もう１回目は出

て、今年は２回目の報告を今集計しているところです。ですから東京都も調べられれば、どこの事

業者が廃棄物として有害物質をどれだけ移動しているかということは全部。これは一般住民の方に

も全部公表していますから、見ることはできます。 
 
【小泉部会長】 どうもありがとうございました。 

 その他、この適正処理の確保に向けた新たな施策のところで、いかがでしょうか。 
 
【中杉委員】 今は排出事業者についてそう申し上げましたけれども、処理業者の方も他の制度の活

用というのが考えられるのかなと。ただ、残念ながら、今のところ処理業者については、届出項目

が義務づけられるのはダイオキシンだけだったと思うのです。そうなると、他のものについては、

ＰＲＴＲを届けている業者と届けていない業者とまちまちです。そういうところを、全部３５４物

質について廃棄物処理業者すべてに届けさせるというのは、ちょっと実質上無理だと思いますので、

先ほど大島委員が言われた、「個々には濃度的には大丈夫でも、総量は」というお話がありました

ので、そういう意味では将来的には処理業者に今有害物質として規制のある項目に限定するなどし

て、その量を届け出てもらう。どこへどうしたかという届け出をしてもらうというのも、一つの方

策ではないかと思います。これもすぐにというのはとても無理だろうと思いますけれど。 
 
【小泉部会長】 次のところではいかがでしょうか。かなり報告を求めるということになっていくわ

けですけれども、ここのところはよろしいですか。 
 はい、どうぞ。 

 
【片岡産業廃棄物対策課長】 一つちょっとご説明で忘れていました。排出事業者の報告の対象事業

者の拡大のところで、病院なのですが、前回のご提案では病床３００床以上を１００床以上にまで

というふうに考えておりましたが、これをすべての病院にまで広げようというのが今回の改正点で

ございます。数にすれば、４００ぐらいプラスで増えますけれども、病院についてはすべてターゲ

ットにしようという案に訂正してございます。 
 
【野村委員】 今のお話と連携する話ですけれども、ちょうど１の排出事業者の適正処理の中間のと

ころになるのですが、「対象外の小規模事業者にも任意に参加できる仕組み」というふうにありま
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すが、ここのところのねらいといいますか、私はよくわからないのです。恐らく任意に参加できる

仕組みになると、ほとんど出てこないと思うのですけれども、その辺はどういうところにねらいが

おありになるのでしょうか。 
 
【片岡産業廃棄物対策課長】 前回の部会でもご意見がございました中に、いわゆる大規模の事業者

よりも中小の事業所ほど必要ではないかというような御意見もありました。ただ、これについては

前回もお答えしたように制度論として、やはりまず廃棄物の取り扱いも大きいところを押さえて、

それに基づく立入検査との兼ね合いもありますので、そこは制度論として一つ線引きが必要だろう

というのがあります。ただ、では対象外のところは何もなくていいのかということについて、これ

は義務ではないのですが、任意でみずから報告しオープンにしてもいいですよというものについて

は、そういった門戸を広げたいというふうな趣旨で、こういったことを考えております。実際に、

では任意で報告してくるかどうかというのは、これは正直言ってやってみないとわからないところ

もありますけれども、私どもとしては結構あるのではないかというふうに期待しておりますけれど

も。 
 
【小泉部会長】 これは都が報告内容を公表することによって、小規模事業者がちゃんとやっている

ということをアピールできるということですね。 
 
【片岡産業廃棄物対策課長】 例えば建設業界ですと、ピラミッド的な構造になっていて、報告対象

はその上の部分だけかもしれませんが、そういった会社が、いわゆる底辺の方の会社に働きかけて、

任意で報告を出すように、オープンにするようにというような動きがあれば、それはそれで業界全

体として広がるということも期待できるかなと思っております。 
 
【北村委員】 事業者の育成というところにも関係することです。排出業者できちんと報告してくだ

さった方は表彰ということになっているのと同様のレベルで、処理業者の方はちょっと微妙なので

はありますが、ここでは客観的な指標に基づいて評価する制度というのが書いてございますね。こ

れに関してはいろいろなやり方があると思っておりまして、それはエコトライ協定を収集運搬に拡

大してその旨を公表するというのも一つの方法でしょうし、岩手県がやろうとしているいわゆる格

付というのも一つの方法であろうと思います。ここのところは、いかなる評価の仕組みというのを

念頭に置くのかということについては、まだオープンというようなニュアンスを行間に感じれば良

いのでしょうか。今いろいろと動きがあるものですから、東京都がある方向を示すと、結構インパ

クトがあるような気もいたしますが、いかがなものでしょうか。 
 
【片岡産業廃棄物対策課長】 この辺は事務局の中でもいろいろ議論がございまして、いわゆる制度

設計としては、これからだろうと考えています。いずれにしろその方向としては、このようなこと

でご答申いただければなというのが正直なところなんですが、具体的に、では今のエコトライ協定

をどうするんだとか、評価といってもどういった組織がやるんだとか、そういったところはこれか

ら詰める話なのかなと。事務局の方ではそういうふうに思っております。 
 
【中杉委員】 今の北村委員の話に少し絡んでいますが、これが適切かどうかはわかりませんけれど

も、ＩＳＯ１４０００の取得を促すというようなことが、これは一応ＩＳＯ１４０００を取得すれ

ばそれでいいのかどうかというのはまた別な話ではありますけれども、一つの取り組みではありま

すよね。具体的にそういうふうな動き、そういうことを促すというのは別な側面ではやられていま

すので、例えばそういうものも盛り込んでもいいのかもしれないなと。それを個別に取り上げるの

がいいかどうか、例示としてはそんなことも一つ上げられるのではないかなと思います。 
 
【北村委員】 これはＩＳＯ１４０００１に耐えられる収集運搬業者さんがいるかという非常に厳し

い問題になってございますよね。ですから中杉委員のご発言は、恐らく限定的に考えるのではなく、

そういう仕組みを内部化するようなということで、あまりびっくりさせるようなことは、ちょっと。 
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【中杉委員】 いや、これは排出業者の方も含めてということで、そういう方向であると。それを取

らなくては優良事業者にならないという話では決してないのだろうと思います。 
 
【片岡産業廃棄物対策課長】 その辺は中での議論の中でも、ＩＳＯの手法を一つ使えるかなという

議論はございます。例えば評価しっ放しではなくて、フォローして継続的に再評価するというよう

な手法は必要なのではないかという意味でのＩＳＯの応用といいますか、そういったものはあるか

と思います。 
 
【大島委員】 前回の議論の中で、例えば５０点の評価のところが８０になったらすごく評価はされ

るけれど、８０のところが８２になっても大して評価は変わらないでしょう、その時にどういう評

価をしてあげられるのかなというようなお話がありましたよね。やはり目標とする数値に対して、

それを持続していくことというのは、かなり難しいことではあるけれども、逆に持続していること

というのは、余り評価にされないことにもつながりやすいので、以前野村委員がおっしゃっていた

のかな、そういう認証表というか、何かそういうものをいただきたいみたいなお話があったので、

それは何年かごとに見直しをしないと、確かに８０点をずっと持っているというのは難しいと思い

ますけれど、そういった制度作りというのは、できないのでしょうか。 
 
【片岡産業廃棄物対策課長】 それは先ほどお話ししたとおり１回で終わりではなく、継続してやっ

ているかという再評価は必要であろうというふうに考えております。 
 
【小泉部会長】 この２番目の、処理業者から適正処理の状態が確認できるデータの報告を求める制

度、これが一番大変なことだろうと私は思っているのですが、この２についてはいかがでしょうか。

この辺のところで何かご議論いただけますでしょうか。 
 
【北村委員】 行政にとってこれは結構大変なことですよね。処理の状況ということなので、ちゃん

としている処理の状況だったら全く問題はないのです。例えばマニフェストが１０日間しても返っ

てこないというあたりを、中間処理なりの方が行政におっしゃって、都は違うのでしょうけれども、

「あんたの問題でしょう」と、「私は知らん」というふうな対応をする行政も、まあ結構あるとい

うふうに業者さんから聞きます。そうすると情報をこれでいただければ、逆に行政の方にそれなり

の責務というのが当然発生するわけです。適法でもないかもしれない状態が起こっておるというこ

とを認知するわけですから。それは場合によっては不作為の責任とかそういうことにもつながりか

ねない話なので、もろ刃の剣だとは思います。そういうことがあってもやはり踏み込むぞという強

いご意志のようでございますから、それは立派なものだと思いつつも、ある程度たくさんいるから

無理だということも言っているような気もします。情報というのは、マーケットに出すだけではな

く、行政に返ってくるのですね。そこのところは１００点満点の答えはないから、これぐらいで都

の方も自分で自分のお尻を叩くということになっているのですね。 
 
【小泉部会長】 北村委員のおっしゃるように、確かに年１回だったものが年４回ですし、しかも量

的なデータだけではなく、適正処理の状態を確認できるようなデータも含むということですから、

もし何かおかしなデータがあった時に、そのチェックが行われなかったら、いろいろ問題が起こる

でしょうということだと思います。言うは易し、行うは難しで、出す方も大変でしょうし、それを

受け取る方も大変なことだとは思いますが、この辺はいかがですか。 
 
【北村委員】 しかも、虚偽報告については公表されますからね。まじめに報告するのでしょうね。 
 
【野口委員】 今の部会長のお話で、やはり集める方も大変だけれども、出す方はもっと大変だと思

うので、一気に回数も増え内容も増えた場合に、出さなかったりした場合に、どうやってそれをき

ちんと担保していくのか、出しやすい制度にどうやってしていくのかというのは、すごく重要な点
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だと思います。前回の会議の最後に野村委員からお話がありましたけれども、やはり出す側からす

ると、例えばいろいろなフォーマットをその報告ごとに用意するのがすごく大変だというお話があ

ったところなので、広域的にフォーマットを統一するだけではなくて、都内だけでも「これだった

ら出そう」とか「任意でも出そう」というくらいの出しやすい制度にし、なおかつそれを集めた行

政がそれを使いやすいデータとしてとるにはどうしたらいいのかというのは、実際制度を動かして

いく段には非常に大変な宿題になってくるのかという気がいたします。 
 
【中杉委員】 今の部分でもう一つは、先ほどＰＲＴＲとの整合を言いましたけれども、廃棄物処理

施設は当然水質汚濁防止法だとか大気汚染防止法で規制がかかってくるものがほとんどだろうと思

いますので、そちらの方での実績の届け出が当然必要になってきます。そういうものとどういうふ

うに整合させていくのかというのも、一つ重要なポイントでしょう。二重の報告といいますか、そ

れは避けるべきだし、そこら辺のところもうまく書き込んでいただく必要があるのかなと。質とい

うのも、ここでは重ならないようなことを書かれていますけれども、そういうふうなところも他の

制度でとられるものも活用してやっていきますよということが書き込まれる必要があるのかなと思

います。 
 
【小泉部会長】 確かにそうですね。今アンケートにしても、同じようなものがいろいろなところか

ら来ているということがあります。こういうデータについても、どこかで統一性があると、すごく

楽だということがございますね。 
 
【野村委員】 それには、ぜひこの排出事業者それから処理業者の方で御意見を何とかして折り込ま

せていただければありがたいというふうに思うのです。 
 
【小泉部会長】 この答申が出た後、具体的な作業に入っていくわけなのでしょうけれども、そのと

ころで少しいろいろな他のデータとか、御意見を伺ってからまとめていこうということですね。そ

れはぜひよろしくお願いしたいと思いますが。報告の頻度はこれでよろしいですか。実際に今度御

意見をいただけるということですが、中間のまとめとして今回の部会では４回出していただくとい

う案でまいりたいと思いますが、恐らく４回は限界ですよね。 
 
【野村委員】 我々とすれば、できれば上半期下半期の年２回ぐらいにしていただきたいですね。 
 
【北村委員】 いきなり全部に４回というのではなくて、２回にして、４回のところもあり得るし、

１回のところも状況によってはあるということはどうでしょうか。頑張れば少なくなるというイン

センティブを持たせる方がいいのか、それとも学習的にはやはり全部４回だというふうにした方が

仕事が楽なのでしょうか。 
 
【片岡産業廃棄物対策課長】 先ほどの「報告を出す側にとっても無理のない」というような御意見

がありましたけれども、要するに報告をいただいても、意味のないような項目はやはり非常にむだ

なだけですので、その辺はよく出す側の方とも当然すり合わせをしていきたいと思います。あわせ

て、四半期ごとに報告を求めるという案ですが、項目によっては１年に一回でいいような項目もあ

ろうかと思いますので、その辺も項目の整理とあわせて報告頻度というものを考えていきたいと思

っております。 
 
【北村委員】 項目はいろいろ微妙なものも確かにあると思うのです。先ほど来やはりちょっと排出

業者さんの側で例の処理委託料がどうなっておるかと、必ずしもきちんとした料金でないことが不

適正処理の原因だという認識が一番冒頭に書いてございました。それは排出業者に関してもそうで

すし、受ける収集運搬に関しても同じことなのですね。これはある意味で企業秘密といえば企業秘

密ではあるけれども、一応契約書には書いてある内容ではある。そこになぜこだわるかというと、

先ほど来ちょっと問題にし続けております、法律の１９条の６の適正価格、適正対価というものの
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相場が出ないのですよね。ある程度グロスとして対数観察して、難しいのだと思っておりますけれ

ども、まあこんなものかというふうなものが出ることの効果というのが、その辺は任意で出してい

ただくようではもうやはり無理なものですかね。こういう報告書に書き入れるべきことではないと

は思ってはおりますが、難しいですかね。 
 
【片岡産業廃棄物対策課長】 いわゆる適正な料金というものがどのぐらいのレベルかというのは、

確かに必要な情報なのですが、一方で、この報告制度でというのはなかなか難しいかなと思ってお

ります。むしろ最近建設の関東エリアの相場みたいなものをまとめてパンフで出された例があった

と思うんですが、業界団体さんがですね。そういった業界団体さんみずからの調査によるそういっ

た情報提供という方が有効なのではないかと私は考えておりますけれども。 
 
【北村委員】 行政として出すのは難しいという気もしております。あるいは細田先生がいらっしゃ

れば、環境経済学会として取り組んで、ある程度こう出していただくとか、何かあまりバイアスの

かかっていないところがまとめるというのがいいのかなとは思っております。 
 
【小泉部会長】 ただ、こういう経済状態の中で、やはり安かろう悪かろうがはびこっているように

私は思います。結果としていろいろな問題がこの産廃の問題でも出ているような気がします。仮に

どこかで適正価格というのを出したら、これはこれで「何だ」と価格を出したところが言われるか

もしれませんし、なかなか難しい問題なのでしょう。 
 
【北村委員】 そうですね。排出業者さんに適切な処理業者を選んでいただくというのが大前提で、

それには幾つかのアプローチがあって、一つは今都が進めようとされている情報を与えてそうした

ことを可能にする環境を作っていきましょうというソフトなアプローチです。あとは都の方で監督

権限を行使して、例えば委託基準違反に対して行ったように原状回復命令の対象にする。もう一つ

は不適正対価とか、あるいはちゃんと監督していなかったというところでもって、原状回復命令の

対象にするということですね。東京都だからそういった方があればやっていただければ、全国的な

インパクトがあります。排出業者に対するインパクトは計り知れないものがあると思っておりまし

て、ちょっとこの中間報告とは関係ありませんが、なぜこだわったかということを申し上げた次第

です。 
 
【小泉部会長】 さて、それでは３番目の「その他の新たな施策」です。この３のところは優良事業

者の育成とか、あるいは新しいシステムの検討ということで、少し前向きな内容になろうかと思い

ますが、この点についてはいかがでしょうか。 
 先ほども優良事業者につきましてはお話がございました。しっかりとした適正処理をして、一生

懸命やっている者が報われていくということが私は大事ではないかと思っております。あと２番目

の新しいＧＰＳとかＩＣタグとか、これからもっとこの他にもいろいろ何か新しいシステムが出て

くる可能性もあるわけで、そういったものは前向きに支援をしていこうということで書かれていま

す。あと先ほど出ました感染性廃棄物、ＰＣＢ、この「取組成果を見た上で他への普及を」という

ように、「見た上で」というだけではなく、スーパーエコタウンの中で実際にやっているというこ

とがきちんとした文章では書き込まれると思います。ただ、「取組成果を見た上で」とここだけを

読むと、どこがやっているのかわからないものです。まあその辺は実際の時には文章を修正してい

ただければと思います。こういったものもやっていこうという流れでございますが、新たな施策に

ついてこの内容はいかがでしょうか。 
 中杉委員、この辺はもう少し何か新しいものがまだあるのですか。このくらい書き込んでおけば、

大丈夫でしょうか。 
 
【中杉委員】 わかりません。その他いろいろ考えようによってはあるのでしょうけれども。これに

とどまらないという話ですよね。いろいろなシステムを全体として検討していくという真意だろう

と思いますけれども、それは最後に後書で「終わりに」のところにでも書かれるのかもしれません
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けれども。 
 
【北村委員】 集められた情報のある程度のものは一般的に公開されますよね。ですから、この情報

に関しては、例えばそれを民間の環境コンサルタントがコーディネイトするために使おうが勝手と

いえば勝手になりますが、それ以上のこともしないし、それ以下のこともしないということで、都

としては出すだけということにとどまるということなのですね。公表までという趣旨ですけれども。

取引先の選定情報などは結構微妙な情報ですよね。「どうやって選んでいるのですか」みたいなも

のを聞く。確かそうだったと思いますけれど。これはある意味では将来のいろいろなレーティング

の仕組みの基礎情報となるから、どれぐらい本当のことを言ってくださるのか。この排出事業者の

情報の虚偽報告は公表とかそんなことはしないのですよね。これは選定方法を言いたくないと、私

だけのノウハウがあるし、だからこそ安くいいところに頼めているのに、こんなものをオープンに

してしまったら、相手が価格をつり上げてくるというような微妙な時でも、これは義務的報告内容

となるのかどうか、ちょっと微妙なところかなと思っています。というのは、フォーマットがあっ

たとしてブランクで出して、例の情報公開の黒塗りと逆の効果で、ここは白塗りじゃないのですけ

れど、書いていないということがマイナスに評価されるとすると、それはそういうものだという整

理はもちろんありますけれども、情報ですからマーケットがどう反応するかはマーケットの自由な

ので、逆の反応をされたりすると、都が考えておられることと逆の効果が出てくる懸念もちょっと

ございます。そこは難しいです。一般に従来だったら「ねばならぬ」ということでギリギリと義務

づけて出させて、出なかったら「おかしいじゃないか」と言えたのですけれども、そこは法的な義

務だからその内容を言いなさいという話と、ノウハウみたいな部分と、この報告内容の項目という

のは結構混在しているような気がします。どうしたものですかね。 
 
【中杉委員】 例えばＰＲＴＲの制度ですと、これは報告をしませんと言って、理由をつけています

と、認められれば報告をしなくて済むと、そういうふうなことは担保しておいてもいいでしょうね。

それをどういうふうに認めるかというのは、また難しい判断になりますけれども。 
 
【野口委員】 都が集めた情報を一般公開する時に、例えば情報公開制度だったらこれは黒になるな

というようなあたりは公表しないようなシステムを導入した方がいいのかという話でしょうか。と

すると、せっかく集めてどうするのと。ただ、制度が違って、片方の制度だと、法人との情報で伏

せられるようなものがもし入ってくるのだとすると、それはこういう報告聴取の制度の中でオープ

ンになってしまう。確かに事業者の側からすると、少し違和感がある。具体的にどういう場合に経

営等の機密として伏せておきたいというのかは難しい判断だとは思います。 
 
【北村委員】 でも、全面公的公表をするということを例えば条例で決めるとすると、それは東京都

の情報公開条例の特別法を条例で作るということで、全部抜くということになりますよね。そうい

う決めをしていますよね。だからこれは法的に義務づける報告なのか、微妙ではありますけれども、

法的に義務づけられなかったら、そもそも開示を前提としない。開示を前提とすると言った途端に、

「いや、これは書きません」と言われるかもしれないし、そうすると、ではそのままのっけますと

いうと制度そのものに対して協力しないということになってきます。そうすると、そもそも報告自

体が法的義務をし得ないとなってきて、意外とそこのところは整理がややこしいなと思います。結

構都としては対象事業者を広げましょうという方向で行っていますから、協力してくれるところだ

けお願いしますというスタンスではないはずです。ちょっと今はうまく整理ができないのですけれ

ど。 
 
【中杉委員】 多分出さないところは出さない、出せないところは出せないと、それを都が仕切って

やるか、それはもう出さないところも公表すると。それでその出さないことに関しての説明責任は、

その事業者が負っていると。住民の側から社会から見れば、それは何かあるのだろうと。それに対

して、事業者がちゃんと説明ができれば、社会は納得するだろうと。でも、それが説明できなけれ

ば、うさん臭いなと思うだけであるという、結果として悪いということを公表することと同じよう
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な効果を持つのではないかなとは思いますけれどね。そういうふうに割り切ってしまえば。 
 
【小泉部会長】 データ項目がどんな項目になってくるのかということで、いろいろ大きな違いが出

てくるような気がします。やはり適正処理に向けるデータであるべきだと思いますし、これをどう

検討していくのか、これからどういう場でそれを検討していくのか、いろいろあろうかと思います。

あと私がもう一つ気になっているのは、公表の仕方です。どれだけアピールするのか公表の仕方を

によっても、そのインパクトが違うわけです。ですから、公表の仕方がぬるければ、別に出さなく

たっていいやと思う業者がいるかもしれないし、その辺のところです。大きな掲示板でドンと公表

されましたら、これはやはりちゃんと出そうかという気になるでしょうし、どこかのホームページ

にちょっと載っているぐらいの公表の仕方であれば、これはまあいいかというふうになるかもしれ

ません。その辺のところが実際にこれを進める中で具体的にどうするかというところで、結構大き

な違いが出てくるかなと思います。 
 あと北村委員がおっしゃっていた、例えばそういうデータの中でどこまで公表できるかというこ

とがあると思います。実際にやはりデータとして公表しますよということで求めたデータであれば、

これはやはり全部情報開示ということになろうと私は思います。そういう中で、やはりちょっとプ

ライベートになるかもしれないけれども、聞いておきたい、そういうデータも中にはあるかもしれ

ないし、その辺のところの仕分けというか、細かいところに入っていくと、いろいろよく考えない

といけないのではないかというふうに思います。 
 もしこういう方向性が出て、実際に具体的にやるとなると、割と早急にそういったものを作って

いかなくてはいけないということになりますかね。ただ、今どんな項目とか、そういう具体的なも

のがなくて議論していただいているわけですので、こういうふうな議論になっていくかと思うので

すが、その辺をよくご検討いただいて、実際にやっていただくということを強調しておきたいと思

います。 
 その他、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。この第３のところの新たな施策につきまして。 
 野村委員お願いします。 

 
【野村委員】 建設業者や処理業者でエコトライ協定と２ページの注４のところにございますが、エ

コトライ協定の取組を公表しているということになっております。具体的に今どんな形で公表され

ているのでしょうか。他の事業者の模範としてその取組を公表というところは、どういう形で今や

っておられるのでしょうか。 
 
【片岡産業廃棄物対策課長】 一つは、エコトライ協定につきましては、具体的に協定を締結してい

る会社名、これ自体をポスター等で紹介しているというのがあります。それからその締結事業者の

中からいろいろ取組報告をいただく中で、先進的にやっている事例、他の参考にもなるだろうとい

う部分については、パンフレットを作りまして、それでもって紹介しているというような、公表と

いうのは、そういう意味での公表をしております。 
 
【野村委員】 締結の期間は２年間でしたか。 
 
【片岡産業廃棄物対策課長】 今はちょっと変則で１年数カ月ですが、原則は１年です。 
 
【野村委員】 １年ですか。そうしますと、その間に新たにそういうパンフなりリーフレットなりで

郵送されてくるということでしょうか。 
 
【片岡産業廃棄物対策課長】 事後的になります。こういった取組をしていましたという。 
 
【野村委員】 わかりました。では逆に新たな取組として、せっかくのこれだけの組織があるわけで

すから、建設業者と処理業者、最もこれを多く排出している部分でしょう。この組織に対するこう

いった会議の内容の開示や、優良な取組の公表、それから都としてこうあってほしいという情報も
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含めまして、そういった組織に投げかけていくというのは大変なことかもしれませんが、どこかで

一堂に会してそういった情報を提供するとか、そんなことは考えられないのでしょうか。それでこ

そ模範としての取組の公表といいますか、そんなふうにつながっていくのではないでしょうか。 
 
【片岡産業廃棄物対策課長】 優良事業者の育成という部分でのご議論ということでよろしいのです

よね。 
 
【野村委員】 というよりも、その他の新たな施策です。当然水平展開事例ですよね。好事例であり、

悪い事例であり、そういったものをどこかで、このエコトライ協定をやっていらっしゃる業者さん

に対するＰＲといいますか。これは単なるアイデアとしてお受け取りいただきたいと思います。 
 
【片岡産業廃棄物対策課長】 現在のエコトライ協定につきましては、さっきちょっとお話ししたよ

うに、悪い事例は紹介しませんが、先進的な事例というのは、これは適正処理に留まらずリサイク

ルを進めているとか、そういった分野も含めて、パンフレットで各協定事業者の方に紹介している

というのはやっております。 
 それで今回４ページに書いてあります「優良事業者の育成」というのは、排出事業者に対しまし

ては、やはりその趣旨はそういったことで、優れた取り組みというのは広く紹介していこうと。あ

わせて表彰なども検討していくべきだろうと、そういったつながりで考えておりますし、処理業者

は処理業者で評価制度という導入の検討もすべきだと。今のエコトライ協定の趣旨というのはここ

で生かされてくると考えておりますけれども。 
 
【野村委員】 イメージしていましたのは、そういう書類とかそういったものではなくて、一堂に会

して情報交換の場といいますか、そんなことをイメージしております。 
 
【小泉部会長】 恐らく一般都民への公開・公表とはまた別に。 
 
【野村委員】 ええ。別のところですね。 
 
【小泉部会長】 そういうその団体なり業界なり、そういったところにインパクトがあるようなとい

うことですね。 
 
【野村委員】 ええ。ということですね。排出事業者であり、処理事業者に対する提案を、インパク

トのあるやり方をといいますか、そんなことだと思いますね。 
  

【藤山委員】 すみません、感想になってしまうのかもしれないですけれども、報告書を１回から４

回に提出するということで、物すごく意気込みを私は感じました。あと優良事業者の表彰など、こ

れもとてもいいことだとは思うんですが、それに伴い、この表彰された企業が、もし悪いことをし

ていたらなどという危険も物すごくはらんでいることをご承知の上で掲げていらっしゃるのだろう

なということも想像がつきます。ただ、この報告書の虚偽を見極められるこちら側の人材は大勢い

るのか、人材の育成とかそういうものも考えていらっしゃるのかと思います。この報告書をどのよ

うに活用するのかは、こちら側にかかっているわけですよね。どういうふうに報告し、そしてどの

ように活用していくか。それを活用できる人材を育成していくことが必要なのかなと思ったのです。 
 
【小泉部会長】 量が多くなって、それだけスタッフが足りるのかということですね。またそれをち

ゃんと見極められるような人材教育というのか、それが内部的に大丈夫でしょうかという御意見だ

と思いますが。 
 
【片岡産業廃棄物対策課長】 その辺は体制の整備というのも行政側の課題ではあると思っておりま

す。ただ、あとは社会全体でチェックするという、ここが一つみそでして、今までの行政だけが報
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告を受けてチェックするのではなくて、皆さんに見てもらうという部分が、これが結構意味がある

のではないかというふうに思っております。 
 
【小泉部会長】 そのフィードバックをかける公表の内容というのは、一般にわかりやすく作るとい

うのが大事でしょう。すごく難しい項目だけが並んでいて、専門家でないとわからないような、そ

ういうものではなく、やはり何か問題があったら、少なくとも赤く反転するぐらいの、目に見えて

わかりやすい公表の仕方も工夫しなくてはいけないでしょうね。数値だけがずらっと並んだエクセ

ルのシートか何かが公表されても、それは見るだけで嫌になっちゃいますからね。ですから、その

辺は恐らく公表の仕方、内容の工夫の仕方、これが結構大きなことだと思います。ただ、東京都の

方でチェックするだけではなくて、やはり都民の側からフィードバックがかかるという、そういう

新しい制度であるということだと思います。 
 さて、あともう一つ残っておりますので、第４のパートに入りたいと思います。「広域的な仕組

みの構築」ということで２点記載されておりますけれども、この点につきまして、何かご議論はご

ざいますか。 
 八都県市から日本全体につながっていくかとは思うんですけれども、いかがでしょうか。 
 欲を言えば、国に働きかける内容がもっとたくさん書いてあるといいとは思っているのですが。

全国共通の仕組みになるように働きかけていくという内容でとどまってはいるのですが、例えばこ

ういうふうな法制度を変えるべきであるとかという話が展開されると、もっとインパクトのある話

になるとは思います。 
 どうぞ、北村委員。 

 
【北村委員】 何とも言えないのですが、第４のことは項目として、やはり無理に書かなくてはいけ

ないことなのですか。いや、なぜかというと、内容が余りないと部会長がおっしゃるとおりではあ

るものの、項目を出しておかないと、やはりいろいろなところで支障があるのか、ないのか。 
 
【小泉部会長】 恐らく第３までは東京都独自で、独立してできることだと思います。第４は都だけ

ではやはりできなくて、周りを含めてやっていこうということ。八都県市ではいろいろなことを大

分前向きにやられていると思うので、少しそういう内容を書いてもいいかもしれませんね。 
 どうぞ、中杉委員。 

 
【中杉委員】 広域的な仕組みということを八都県市でいくと、恐らく今のところ産業廃棄物でいえ

ば出し手ばかりではないですけれど、出し手が結構多くて、逆に私の住んでいる茨城県なんかは受

け手なのです。そこら辺との連携、あるいは青森だとか岩手だとか、そういうところとの話が少し

書き込まれていくべきではないだろうかと思いますね。これは具体的には今は何も動いてはいませ

んけれども、そういうところと連携をとっていかないと、やはり実際的なところが出てこないので

はないかと。ちょっとそこら辺の記述が、八都県市だけが表に出てきてしまっていますので、少し

足らないかなと。項目を一つ上げていただくかどうかはともかくとして、今度は文章になるのでし

ょうから、少し入れておいていただければと思いますけれども。 
 
【大島委員】 多分都が廃棄された現場からそういう情報が上がってきた時に対しては、その事実に

対して厳正に対処していくんだよというようなことが書いてあると、多分全国的な廃棄された側の

県との連携も図っていきますということが書き込まれていけばいいのかなと思うんですよね。だか

ら出してしまう側としての責任としては、スーパーエコタウンなんかでなるべくこの中でやってい

こうとは思っているけれど、それでも出ていくものに関しては、いつでもそういうことの苦情とか

申し入れに対しては都としては対応していくつもりなのだということが書かれるということが、き

っと国に働きかけていくという前に一つあるのかなというふうに思います。 
 
【小泉部会長】 では、ぜひその辺も記述につけ加えていただいて。 

 感想なのですけれど、廃棄物の問題というのは、東京都の中だけで絶対にクローズドシステムに
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はならない、やはり全国になる。場合によっては、今輸入でどんどん入れているわけで、日本国だ

けで本当はクローズドシステムになっていないと私は思っているのです。そこまではちょっと書き

込むことはできませんが、少なくとも八都県市でいろいろ協調して調整していると、さらに先ほど

中杉委員のおっしゃった青森、岩手の問題も、東京の業者が行っているわけですから、その辺も視

野に入れているのだというところを少し入れておいていただければと思います。これからの廃棄物

問題というのは、どうしても広域的に考えていかなければいけないし、個人的意見として一廃と産

廃が分かれているということ自体も、私はおかしいと思っています。ただ、それは意見として、そ

う思っているだけでして、本来ならば廃棄物は廃棄物ですから、それをどうしようかということを、

やはりトータルに考えていかなければいけないというふうには思っています。今の法体系の中でで

きる範囲で、今この中間のまとめをまとめていると位置付けております。 
 さて、いろいろご議論いただきましたけれども、その他、いかがでしょうか。全体を通してでも

結構ですが、何か今回言っておかなければということがございましたら、お願いしたいと思います

が。よろしいでしょうか。 
 それでは、大変有益な御意見をいろいろいただきまして、ありがとうございました。本日のこの

議論を踏まえまして、事務局で中間のまとめ案を作っていただきます。次回の部会の前半では、そ

れを皆さんにご確認いただきたいと考えております。また、次回の部会の後半では、関係者からの

意見聴取を行う予定でございます。 
 一応予定の時刻になってまいりましたけれども、よろしいでしょうか。 
 ないようであれば、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か。 
 
【銀林計画課長】 次回ですけれども、スケジュール調整させていただきまして、来年年明けの１月

２１日水曜日の午前中に次回の部会を予定しております。審議の前半で、今日ご議論いただきまし

たものを成文化いたしまして、中間のまとめ案というものを出させていただきたいと思います。作

成に当たりましては、事前に御意見をお伺いして整理させていただきまして、最終的に次回のこの

場にお示しをしたいと考えております。 
 次回の部会は、前半でこの取りまとめ案について、できればオーソライズをさせていただいて、

後半で次回のテーマであります関係者からの意見聴取ということで、関係団体から御意見を伺う予

定にしております。今日の資料の最後に、一応現在予定される団体ということで、産業廃棄物処理

業団体それから排出事業者団体、ここらを合わせて概ね５団体程度を予定しておりますけれども、

これらをお呼びする予定でございます。 
 なお、各委員の皆様のお手元には前回の部会の議事録をお配りしていますので、お持ち帰りいた

だければと思います。また、ブルーのファイルにつきましては、事務局でお預かりいたしますので、

お持ち帰りいただかなくて結構でございます。 
 私の方からは以上でございます。 

 
【小泉部会長】 それでは、本日はお忙しい中、また雨の中、お集まりいただきまして、誠にありが

とうございました。本日はこれにて閉会いたします。 
 

（午前１１時５３分 閉会） 


