
東京都廃棄物審議会 

産業廃棄物部会 

議事録 

 

日時：平成１６年１月２１日（水） 

午前１０時００分から    

場所：東京都庁第一本庁舎     

３３階特別会議室Ｎ６  

 

【小泉部会長】 皆さん、おはようございます。定刻１分前ではございますが、ほぼ定刻ということ

で、第４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します。 

 

【銀林計画課長】 環境局廃棄物対策部計画課長銀林でございます。よろしくお願いいたします。 

 それでは、初めに、本日の出欠席についてお知らせいたします。ただいま御出席の委員数は８名

でございまして、部会委員総数９名の過半数に達しております。定足数を満たしていることを御報

告いたします。なお、細田委員につきましては、本日、御都合により欠席というふうに承っており

ます。 

 続きまして、本日御用意させていただきました資料の確認をさせていただきたいと存じます。 

 まず最初に、クリップでとめてございますけれども「東京都廃棄物審議会産業廃棄物部会」と書

いた資料がございます。１枚おめくりいただきますと、左側に座席表、右の方が議題といたしまし

て関係者からの意見聴取と。次、おめくりいただきますと、次の議題、中間のまとめについてとい

うことで、もう１枚おめくりいただきますと、その資料、本文がついております。あと、この資料

の後ろの方にとじ込んでございますけれども、Ａ３横長で、その前、資料の２及び資料の別紙を用

意してございます。あと、それとは別にお手元に前回、第３回の産業廃棄物部会の議事録をつけさ

せていただきました。これについては、後ほど、お持ち帰りいただきたいと存じます。お手元にお

そろいでございましょうか。 

 あと、お手元のブルーのファイルには総会及び前回でお配りいたしました資料をとじさせていた

だきました。必要に応じて御覧いただければというふうに存じます。 

 事務局からは以上でございます。 

 

【小泉部会長】 それでは、これより本日の議事に入ります。 

 今回は中間のまとめについて審議を行いますが、それに先立ちまして各関係者の方々から御意見

を伺います。これは、東京都廃棄物条例第２４条第８項の「審議会は所掌事項の審議に際し、必要

があると認める時は、関係者から意見または説明を聞くことができる」、この規定に基づき実施す

るものでございます。このたびは、排出事業者団体及び処理業者団体の御意見を伺うということで

５団体にお願いいたしました。本日は、排出事業者団体から３団体、処理業者団体から１団体、お

越しいただいております。なお、東京都医師会様につきましては、本日、所用にて御欠席との連絡

がございまして、書面で御意見をお寄せいただいております。 

 それでは、御紹介いたします。 

 まず、社団法人東京建設業協会事業委員会建設部会 部会長 高戸様です。 

 

【高戸建設部会部会長】 高戸です。よろしくお願いします。 

 

【小泉部会長】 それから、東京都病院協会環境問題検討委員会 副委員長 矢部様です。 

 

【矢部環境問題特別検討委員会副委員長】 矢部と申します。よろしくお願いします。 

 

 1



【小泉部会長】 東京都商工会議所地域振興部 部長 北川様です。 

【北川東京商工会議所地域振興部長】 北川です。よろしくお願いいたします。 

 

【小泉部会長】 社団法人東京産業廃棄物協会 副会長 小池様です。 

 

【小池東京産業廃棄物協会副会長】 小池でございます。よろしくお願いします。 

 

【小泉部会長】 進め方ですが、まず一つの団体から１０分程度御意見を伺い、その後、５分程度の

質疑応答の時間を設けたいと思います。その後、次の団体から同じように御意見を伺い、質疑応答

をいただくという形で行いたいと思います。 

 それでは、初めに社団法人東京建設業協会事業委員会建設部会部会長の高戸様からお願いいたし

ます。よろしくお願いします。 

 

【高戸建設部会部会長】 では、座って説明させていただきます。 

 中間のまとめ、アウトライン（案）についてということで、まず第3章の適正処理の確保に向け

た新たな施策ということにつきまして、まず排出事業者から適正処理への取り組みに関する報告を

求める制度について、アンケートの結果を御説明いたします。 

 まず、1点目の報告内容についてですが、今回は、前回の廃棄物量の把握が中心というところか

ら、適正処理への具体的な取り組み項目を中心に報告を盛り込みたいということでございます。こ

の件に関しまして、適正処理への具体的取り組みの報告ということを追加するということは非常に

大切なことだと考えます。 

 ただ、３点ほど、考慮すべき点または要望すべき事項というものがございます。まず、一つは報

告者として我々排出事業者が報告するわけですが、それを作成する労力というのが非常に増えては

困るということです。したがって、項目は適正処理に直接貢献するものに絞っていただくというこ

と。 

それから、二つ目として国と都の方に両方に同様な報告書等を出すという場合がございますが、

多量排出事業者の報告等、それと都条例で決められた報告書等も似たような報告書をダブって出す

ような場合もございます。そういったことを踏まえまして、報告書の形式というものはできるだけ

統一をしていただいて労力の軽減を検討していただきたいというふうに考えます。 

三つ目ですが、こういった報告書が各排出事業者から出ることになりますと、非常に膨大な量に

なります。受け取る行政側も、ぜひともこういった膨大な報告書類に対して十分に分析して次の施

策に生かしていくだけの体制を整えていただきたい。人員増というのは非常に困難かもしれません

が、適正処理に向けて適正な体制というものはぜひ整えていただいて、我々から言うと、出しっぱ

なしで机の上に積み重ねられているというようなことがないように十分に評価をしていただきたい。

出した以上はそういったことに結びつけていただきたい。こういった御要望でございます。 

 以上、今、申しましたのは報告書、書類の項目追加に関したものですが、それに加えまして、現

場の立入検査を行い、実際に現場でどういった適正処理がなされているか、それから法的処理に関

して適正に記載されて提出されているか、遵守状況はどうかということをチェックするということ

も、直接、適正処理には大きな効果があるのではないかということで、書類のチェック、それから

現場のチェックということの体制作りをお願いしたいと考えます。 

 それから、２点目で建設業の対象が資本金５億円以上となっていますが、今度、資本金１億円以

上ということに対象を拡大するということついて意見を申します。１億円以上となりますと、ほぼ

７０％のカバーをされるというふうに聞いております。これで十分かと思いますが、それ以下の小

規模業者、むしろその小規模業者ほど適正処理に対しての政策展開が必要ではないかということで

すので、原則は全排出事業者を対象とすべきだというふうに考えております。これについても、先

ほど言いましたような体制作りが不可欠かと思います。 

 三点目の公表の実施ということにつきまして、現行は法に基づく報告を縦覧するということにな

っておりますが、新たな制度案では全面的に公表するということになっております。これについて
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の意見ですが、全面的に公表するということは大いに賛成いたします。ただし、処理業者の選定方

法等、一部の項目については企業秘密に属するようなものもございます。公表する項目においては

慎重に判断をしていただきたいということを要望としております。 

 次に、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について、排出事業

者の立場から御意見を申したいと思います。現行の処理量のみの報告に加えて適正処理の状態を確

認できるデータを中心に報告するという制度にするということですが、適正処理の状態を確認でき

るデータの報告というのは、我々排出事業者においても優良処理業者の判定にも大いに役立ちます

ので、これは大いに賛成いたします。 

 それと、先ほど排出事業者のところで言いましたけれども、データの追加報告ということに加え

まして、やはり処理施設の立入検査、こちらの方もぜひ行っていただきたいと思います。立入検査

によって業務許可に基づく処理の適正なチェック、それから保管状況のチェック等ができるという

ことで、直接、これも適正処理の状態を確認する上で非常に効果的な方法かと思います。これを排

出事業者の意見として述べたいと思います。 

 それから、三つ目のその他の新たな施策についてということで、優れた取り組みを広く紹介し表

彰することなども検討するということでございますが、表彰対象とする選定基準を明確にした上で

表彰するということは大いに賛成したいと考えております。 

 それから、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ということで、ＧＰ

ＳとかＩＴタグ等を活用して廃棄物の流れをリアルタイムで追跡できるシステムの導入ということ

が述べられておりますが、これにつきまして、新たな制度の導入は非常に結構だと思います。ただ、

落ちこぼれる事業者とか処理業者がないように、システム作りとかフォローというのが大切かと思

います。簡易的な統一したシステムというもので、そういった方々も利用できるようなシステムの

開発、この作成に向けた技術的支援というのが非常に大切になろうかと思います。 

 それと、もう一つ、不良業者に関しましては、こういったＧＰＳとかＩＴタグをつけないという

ことが考えられます。こういった業者の方をどういうふうに監視して取り締まっていくかという、

こういった方策もぜひ検討していただきたいというふうに考えております。 

 それから、四つ目のアウトライン全般についてということですが、三つほど意見を述べさせてい

ただきます。まず、特に建設事業の場合、発注者側の理解不足、それから環境意識の欠如等によっ

て適正な処分費用が認められない場合がございます。そういったことの背景もございまして、往々

にして排出事業者が価格優先に走らざるを得ないというようなことで、これも不適正処理の原因の

大きな一つとなっていると考えられます。ぜひとも発注者の理解等、全般的に言えば国民の義務と

いうことに対しても意識改革をしていただいて、そういったＰＲを徹底する施策というものが必要

かと思います。非常に難しいことかもしれませんが、そういったことを要望したいと考えます。 

 それから二つ目に、優良な処理業者を評価する制度ということで、せっかくエコトライ協定とい

うものを東京都でやっておりますので、この協定を結んだ締結業者と結ばない他の業者との差別化

というか、できればランクづけのようなものを確立していただければ、優良処理業者を評価する一

つの目安になるのかなという考えを持っております。 

 それから三つ目ですが、今度は個々の内容ではございませんが、全体的な今回のアウトラインの

案について、全体構成として編集方法等で改良する必要があるというところがございます。という

のは、同様の内容が重複して書かれているような文章、それから抽象的な文章等がございますので、

できるだけ具体的な施策の説明の文章にしていただきたい。それから、重複例といいますと、細か

いことになりますけど第２の２章、「今後の施策の方向」というのと第３章の「適正処理の確保に

向けた新たな施策の」という、この２項目の内容がほとんど同じでございまして、どちらかに組み

入れるべきかと思います。これは内容ではございません、編集の方法についての意見でございます。 

 以上が排出事業者、東京建設業協会としての意見でございます。東京建設業協会というのは、大

手から中小まで含めた建設業者、会員数が４１４社ということで、建設業の全般的な健全な発展の

ためということで行政への提言とか要望活動をやっております。環境対策におきましては環境部会

を設けまして、私が座長として各種の講習会、「建設副産物管理マニュアル」等、建設副産物関連

図書の発行、環境ホームページの開設、これらを通して建設廃棄物の適正処理に向けた活動をして
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いる団体でございます。団体の紹介が逆になってしまいまして、申しわけございません。 

以上が東京建設業協会の今回の案に対する意見とさせていただきます。 

 

【小泉部会長】 高戸様、ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの御意見に対して何か御質問はございますか。 

 北村委員、どうぞ。 

 

【北村委員】 どうも、ご説明ありがとうございました。 

 最後の方で、やはり価格を優先する発注者の存在があるということでした。高戸さんのお立場と

して、物申しにくいという誠につらいお立場を教えていただきましたが、やはりこのあたりは建設

業だけの自己努力だけではなかなか難しい。難しいけど発注者は言わないと変わらない。言えない

となると、助け舟として、どういうところの権威なり何かを利用すれば、そちら様の御商売として

もそれなりのものがちょうだいできるようになるものでしょうか。 

 

【高戸建設部会部会長】 公共工事においては東京都さんとか国交省さんとかが、そういったＰＲで

啓蒙していただくということはできると思います。民間工事の場合には非常に営利主義といったこ

とで、なかなか施主さんに環境に対する意識、特にコスト重視の世の中でございますので、環境ま

では手が回らないよというようなことで、適正な処理コストをいただけないということがございま

す。この辺は、ちょっと我々の方からは何とも方策がないことですので、政府、行政の方から環境

に対する意識の高揚というものを全国民的にもＰＲしていただければ、そういう社会的な環境に対

する意識の高まりということによって間接的にそういった発注者に対して意識が改革されることに

結びつけば一番いいことかなと思います。非常に難しいところです。 

 

【小泉部会長】 他に、何か御質問はないでしょうか。 

 それでは、中杉委員、どうぞ。 

 

【中杉委員】 先ほど公表のところで、全面的な公表は結構だけれども一部の項目については企業秘

密であると。企業秘密ということの概念ですね。企業秘密というのは、多分、それを開示すること

によって企業の不利益を被る、いろいろな意味での不利益だと思うのです。先ほど例示として処理

業者の選定等というのが一つ挙げられたのですが、一般的に企業秘密という概念で考えた時に、具

体的にどういう面がそれに適合するのだろうかどうか、ということにちょっと疑問を感じるのです

が、御説明をいただければありがたいのですが。 

 

【高戸建設部会部会長】 業者の選定の場合には、今までの各社に対しての扱い高等、それから今ま

で作業所においてその業者を使うことによって問題点がなかったかとか、それから処理施設とか最

終処分場に対しての立入検査をしたことによってこういった不備があったとか、そういったデータ

を各社が持っているわけです。それと、もちろん処理コストといったことによって判断をするわけ

です。今回、この作業所においてはどこを使うかというような判断をするわけですが、そういった

データというか処理基準、どこを優先して判断する、どういったポイントで判断するかというのは、

各社ごとにそれぞれ違うと思います。そういったことが選定基準として全体に流れてしまい、処理

業者の間でも、そういったデータが公表されてしまうと、各社によって判断基準が違えば処理業者

によっては不当な評価につながるということも考えられなくはない。それと、もし会社同士でネゴ

した結果の処理コスト等も発表されてしまうと、これも直接、我々排出事業者に企業秘密として漏

れてしまうので損害に通じるというようなことです。そういうプライベートなデータではなく、明

確で公正な判断基準に従った公表に差し支えないものであれば、というふうに考えております。 

 

【小泉部会長】 中杉委員、よろしいですか。 
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【中杉委員】 いえ、多分一番の理由は、処理業者の選定の基準は、「これだ」とはっきりしたもの

が確立できていないということだろうと思います。このような選定基準でやればいいという一般的

な図式として、例えばどういうふうに評価すれば処理業者の優良性みたいな話がはっきりしてくる

のか。多分、そういう意味では入札済みという形ですっきり評価基準ができれば、それはそれでや

ればいい話です。そこら辺のところがもう一つはっきりできていないからというのが一つの大きな

理由だろうと私は考えるのですが、それを企業秘密と言われたので、ちょっと…。 

 

【高戸建設部会部会長】 企業秘密というのは語弊があるかもしれません。公正な評価基準というの

が、なかなか難しいと思うのです。扱い高でやってしまうのか、適正処理をきちんとやっている内

容をどうやって判断するのかとか、コストの問題ももちろんございますし、そういったものをどう

いうランクづけで重みづけをして判断するかという、それも公正な立場で判断基準というものが確

立できるのかというと、非常に難しいと思います。それを強調することによって不利を生じる処理

業者もいますから、公正な判断基準というのをぜひとも作っていただきたいと考えます。 

 

【小泉部会長】 どうもありがとうございました。 

 時間の関係もございますので、よろしいでしょうか。 

 それでは、高戸様、ありがとうございました。 

 それでは、引き続きまして、東京都病院協会環境問題検討委員会副委員長の矢部様、お願いいた

します。 

 

【矢部環境問題特別検討委員会副委員長】 私は、東京都病院協会の中にあります環境問題特別検討

委員会で副委員長をしております矢部と申します。 

 東京都病院協会では、２０００年に環境宣言というものを宣言し、発表しまして、それから、遅

ればせながら、環境についての取り組みをスタートいたしました。その活動の母体となるものが、

私どもが今入っております委員会になります。 

 病院というところは廃棄物として一般の廃棄物と同時に感染性の廃棄物というものを出すもので

すから、その取り扱いを注意しなければいけないということはわかってはいるのですけれども、処

理費用の問題とかの関係でどうしても安い方に流れるというような傾向がありました。そういうこ

とも踏まえて、ＩＳＯの問題とか東京都でやっておりましたエコアップのものを含めたような形で

やっております。 

 活動をしている中で、年に１回、会員病院を対象としまして、会員病院というのは東京都には６

７０ぐらいの病院がございますが、そのうち、公立、国公立を合わせますと約半分の３５０ぐらい

の病院が入っております。その会員に呼びかけまして、年に１回、それぞれの活動を報告するとい

う会議を行っております。その中で、第２回ですから一昨年になりますが、青森、岩手の県境で発

生しました不法投棄に関しまして、医療廃棄物が出たという話を聞いたものですから、これは岩手

県庁の方に意見を聞かなければいけないということで、お越しいただきまして講演をしていただき

ました。それで昨年の５月に、委員会として現場を視察をしてまいりました。そこで行われた環境

破壊の物すごい現状と、それを隠そうとする悪意を持った処理の仕方というを目の当たりにしまし

て、委員会の運営の方法を変えなくてはいけないのではないかということになりました。それから

廃棄物について積極的に取り組んでいこうということで、昨年の会議から、視察の報告をしたり、

再度、岩手県庁の方に来ていただきまして、多くの病院に声をかけまして実態の報告をしたりとか

しております。また、病院団体の業界紙に廃棄物の不法投棄の現状の記事を書いたり、日本全国の

病院をまとめている団体で講演をしたりとか、環境問題の大切さを説いてきております。 

 それから、病院から出る廃棄物には感染性という特殊な事情があるものですから、どうしても使

い捨てという形で排出する場合が多くなっております。それを排出する側の病院だけで解決できる

問題ではないのではないかということを考えまして、製薬メーカー、薬を入れている包装紙とか、

あとは医療機器工業会とかに声をかけまして、製造する側でも廃棄物について一緒に検討していっ

てほしいということで、昨年の会議からは製薬業界団体、医療機器の団体の方にもお越しいただき
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まして意見交換をするようにしております。今は、そういう形で病院協会として環境問題には活動

しております。 

 そういうことを前提にいたしまして、今回の中間まとめ（案）に対して私どもの意見・要望を述

べさせていただきます。 

 最初に、医療廃棄物の不法投棄が行われるという原因につきましては、収集・運搬の部分で行わ

れているという、中間処理、焼却の部分のところで行われているところが非常に多いというふうに

聞いております。ですので、中間処理をする業者の適正な業者であるかどうかということを、まず

私どもは知りたいと思います。というのは、病院で医療廃棄物の処理をお願いする場合に、中間処

理業者、それから最終処分場の情報というものは、私たちのところにはまず入ってこないのです。

どういうところから情報を得るかといいますと、収集・運搬業者の営業の方がお見えになりまして、

こういう形で処理をこのくらいの価格でやりますというような形でお見えになります。そこで初め

て、私どもは、こういう中間処理業者を使って最終処分場を使っていますという情報しか得ること

ができません。私どもは、その業者の言葉を信じるしかないというのが現状です。ですので、中間

処理業者が適切なものであるかどうかというのは具体的な情報も何もないというのが現状です。

「格付け」という言葉がいいかどうかわかりませんが、中間処理業者、最終処理業者の格付けをし

ていただいて、その情報を交換していただくということ。それから、業者が適正な処理を行ってい

るかどうかにつきまして、行政としての立入検査というものを行っていただければと思います。 

 それから、次に、処理業者からの適正処理の状態を確認するデータの報告制度というのがありま

す。たしか、私どもがいただいた資料の中の別紙の２のところにあったのですが、その中に積替え

保管の許可を持たない収集・運搬業者はこの報告書の対象外となっておりますが、中間処理業者の

情報がない私どもにとりましては、どういうところで不法投棄が行われているかが全くつかめない

状態です。例えば中小の処理業者でもきちんとやってくれるところであればお願いしたいと思うと

ころであるわけですから、こういうところで報告を許可を持っていないところには出さなくていい

とかということではなくて、すべてのそういう業者にデータの報告制度をしていただけるといいの

ではないかと思っております。 

 それから、産業廃棄物の適正処理の徹底についての中間まとめのアウトライン（案）の中の第２

章の２の中の③番目にあります「今後の施策の方向」の３番目にあります「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」という一文があるのですが、先ほども申しましたように、中間処理業者の、最終処

分場の情報がない段階で、適正処理を担保したくてもできないということがあります。これは、最

初にもお話ししましたけれども、処理業者、最終処分場の適正な第三者評価なり格付けをしていた

だいて、その情報に基づいて病院団体が行動をとれるようにしていただけるとうれしいと思います。 

 それから、いろいろなところで「報告書」という言葉が出てまいります。医療界からの報告とか

排出事業者としての報告書をこれから出すということについて、それは出さなければいけないと思

っておりますが、私どもが考えておるのは、感染性の廃棄物は２次感染の被害を考慮しなくてはい

けないというふうに思っております。ですから排出事業者として病院は、病院の職員には医療廃棄

物の処理については教育をしております。しかし、それを扱う業者に対する教育というのは行われ

ていないのが現状だと思います。いわゆる業者任せということになっておりますので、特に感染性

廃棄物に関しましては、この報告書の中に医療機関が業者をどのように教育したかということを報

告させる教育指導の記録も記入するべきではないかと思いますので、報告書の案を作る時に、東京

都病院協会としましては、行政と協力して報告書の検討に協力させていただきたいというふうに思

っております。 

以上です。 

 

【小泉部会長】 ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの御意見に対して何か御質問はございますか。 

 どうぞ、芳賀委員。 
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【芳賀委員】 医療の現場での廃棄物処理の流れというものが、ちょっと私の理解が不足しておりま

して、簡単で結構なのですが、例えば感染性の排出物が出た場合にどういう処理をされているかと

いうことを教えていただければなと思うのですが。例えば、感染性か、そうではないかというもの

の判断というのは医療の現場が恐らくすると思うのですけれども、そういうところから始まって最

後に排出するまで。 

 

【矢部環境問題特別検討委員会副委員長】 例えば一つの例を挙げますと、手術室で出た血液のつい

たガーゼを廃棄するような場合、どのようにするかといいますと、ガーゼというか、血液のついた

ものを処理する場合は、病院の中ではプラスチックの感染性廃棄物を処理する容器というのを用意

してあります。これは、いろいろな、プラスチックであったり段ボールであったりします。段ボー

ルである場合は、中にビニールを入れたりしてやる医療機関もあると思います。私どものところは

段ボールではなくてプラスチックの容器を置いておきまして、そこに直接入れます。一杯になりま

したら、ふたをします。ふたをしたら、もうそれはあかないようになっておりますので、それを、

廃棄物の保管倉庫というところがありまして、そこは鍵がかかるようになっております。それから、

動物とか虫とかが入らないような形で、中にあるものが外へ出されないような形で保管する倉庫が

ありますので、その中に入れておきます。例えば手術室からそこまでの運搬は、今、病院の中では

清掃というのはほとんどが外部委託になっておりますので、外部委託の清掃の業者の方が運ぶよう

になっております。運ばれてきた保管所にあるものを、週に３回とか４回、収集・運搬の業者の方

が来られまして、それを中間処理場へ持っていって焼却するというふうな流れになっております。 

 

【芳賀委員】 ＩＳＯの中で一応チェックをされるような仕組みに、今、なりつつあるということで

よろしいのですよね。 

 

【矢部環境問題特別検討委員会副委員長】 病院の中でＩＳＯの認定取得を取っているところはほん

のわずかですので、多くのところではそういうシステムがなくて。今、あるとしたら、病院の第三

者評価であります日本医療機能評価機構が行っています、病院機能評価の中に医療廃棄物の適正処

理という部分がありますので、その中でチェックをされると思います。日本に病院は９，５００ぐ

らいあると思うのですが、その認定を受けているのはまだ１，０００ぐらいしかありませんので、

多くの病院ではそういうところはチェックがなされていないのではないかと思います。これは断言

できませんが。 

 

【小泉部会長】 その他、よろしいでしょうか。 

 それでは、矢部様、どうもありがとうございました。 

 それでは、引き続きまして、東京商工会議所地域振興部部長の北川様、お願いいたします。 

 

【北川東京商工会議所地域振興部長】 おはようございます。座って失礼いたします。 

 東京商工会議所は、都内２３区を活動エリアとしております総合経済団体でございまして、本日、

御紹介では排出事業者というジャンルでございますけれども、処理事業者の会員に入っております

ので、双方の立場も踏まえた形で若干コメントさせていただくということは御承知おきいただきた

いと思います。ただ、主としては、圧倒的に排出事業者が多いものですから、そちらの方の立場か

ら発言させていただきます。 

 環境問題について、東京商工会議所は、現在、環境問題がいろいろと言われてくる前からいろい

ろな形での環境対応、特に循環型社会について、中小企業といえども、特に中小零細事業者は居住

者というような立場でもありますものですから、一般の環境対策あるいは排出ごみについても一般

ごみ、事業系ごみ、産廃と、いろいろな立場での関わり方の中で対応を考えようということで、い

ろいろなアドバイス事業、あるいは出版物等を通じての指針あるいは具体策の提供、それからまた

今日においてはまちづくりと地域の環境美化の問題について取り組んでおるところでございます。

その他に、排出事業者としての対応を考えようということで、東京都さんの御協力も得ながら、処

 7



理事業者の団体とも組みまして、排出事業者への啓発事業をやっているところでございます。 

 本日、お招きいただいた観点でいきますと、やはり環境問題、そうは言っても今はこういった景

気動向の状況でございますので、コスト負担を強いるものはなかなか対応が難しいというような状

況もございます。そういったような中で、先般、ディーゼルトラックの排出ガス規制等々について

も東京都からきめ細かな支援策をいただいたということで、これについては随分感謝を申し上げて

おるところでございますけれども、こういった廃棄物処理に当たっても、そういったところの観点

が必要ではないかなということを申し上げたいと思っておるところでございます。 

 経済と環境改善対策との両立を図るということで、要は事業者、行政が専門家の御協力を得なが

ら知恵を出し合っていくということです。昨年、江戸開府４００年ということでしたが、江戸時代

が今に比べるとかなり貧しい時代にあっても、いろいろな環境リサイクルを確立していたというよ

うなところの知恵を、現代に引き戻して学んで対応していくということでございます。 

 今回のアウトラインの問題について申し上げますと、この不適正処理という問題についてはここ

に御指摘のとおりだと思いますけれども、それ加えて、ここのいろいろな流れの中のネックという

のが、一番は事業者自身の意識改革の問題とともに、先ほども御発言いただいたように、中間処理

事業者の実態、あるいは中間処理事業者の処理施設が圧倒的に都内に少ないというところが、問題

が今回のように大きくなってきている一つの要因ではないかなということを御指摘申し上げたいと

思っております。 

 また、昨今の行政改革･地方分権の流れの中で一般・事業系ごみについては特別区に移管された

ことがございますけれども、やはり産廃との統合した処理の流れをきちんと作らないと、いろいろ

そこのすき間をついて違法ごみの処理が出てくるのではないかなというふうに考えております。 

 また、新しい施策構築の必要性については、先ほども申し上げましたように、規制内容あるいは

事務処理の適正化について、適正処理をされている事業者がかえって捕捉がしやすいということで、

さらにコスト負担をそこだけ強いられ、捕捉されないところはますます違法行為を発するのではな

いかなというところがございますので、ちょっとそれがいろいろなことを進めていく上でのウイー

クポイントではないかなというふうに考えております。 

 ただ、排出事業者から考えますと、先ほども御指摘ありましたように、処理事業者の内容がよく

わかっていないということもございますので、優良な処理事業者の情報提供が求められるというと

ころは御発言のとおりだと思います。 

 それと同時に、排出事業者から適正な状況を確認できるデータの報告を求める制度ということに

ついて申し上げますと、対象者の拡大については、先ほどの建設業、病院の対象拡大については御

発言のとおりでございますけれども、中小にいろいろな形でのコスト負担とか手間をかけますと、

かえって環境改善の取り組みを損ねるというようなところがないように慎重な対応が必要ではない

かなと考えております。 

 また、優れた企業の取り組みについて表彰するという制度については、最近は大手企業さんが、

世界的なこういう環境対応ということの中で下請あるいは取引先にも環境に配慮した部品あるいは

製品原料を使えというような指示を出されますものですから、中小企業においても率先してＩＳＯ

を取得したり、そういったことを自主的にアピールして逆に自社の製品を取り上げてもらうチャン

スだというふうに考えているところもあると思いますので、この報告制度の拡充については賛成で

きるのかなと思っております。 

 ただ、報告制度の内容については事務負担が拡大するというようなことが考えられます。例えば

特殊溶剤等を使っているようなクリーニング屋さんで、家族で経営されているといったところです

と、マニフェストを書く、あるいは処理の報告を出すということ自体がなかなか難しいというとこ

ろもございます。電子マニフェストというのが表彰制度に結びつくということになると、コスト負

担の問題もありますので、電子マニフェスト導入を一つの表彰選考基準とするのはよろしいのです

が、電子マニフェストが入っていないからといって表彰対象にならないということになると、かえ

って問題ではないかなと思います。 

 それから、表彰制度でございますけれども、意欲的に取り組んでいる排出事業者については、か

なり励みになるというふうに思っております。ただ、こういったことは続けてやるということが非
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常に大切でございまして、ＩＳＯも取得してからの維持が大変困難だというところも多いようです。

こういったところのように、一定基準の基準を満たしたところについては毎年表彰するとか、ある

いは毎年、ある意味での基準を達成しているところでペーパーでの表彰状だけではなくて、何かそ

れに代わるようなものを工夫して顕彰したらどうかなというふうに思っております。 

 それから、報告対象者の処理事業者について、ここには表彰制度というのが書いていないのです

けれども、先ほども医療関係者の方がお話しされたように、優良な処理事業者を選定する一つの情

報提供ということもあり、処理事業者についてもこういった同様の表彰事業を創設したらどうかな

と思っています。これについても、１回表彰したらそれで終わりという表彰制度ではなくて、ある

程度の情報提供ができるような、同一事業者に対して毎年行うような表彰制度にしておいた方がよ

ろしいのではないかなというふうに思っております。 

 なお、処理事業者についての報告の対象者でございますけれども、案では処分事業者及び保管・

積替え施設を有する収集・運搬業者に限定されているわけですが、保管･積替え施設がなくとも自

社の適正処理状況はＰＲしたい意欲的な事業者についても任意の参加を求めるということにするな

ど、いろいろな形で処理事業者の情報を排出事業者に提供していただきたいと思います。 

 また、産廃行政への要望ということで若干お願いがございますけれども、最大のネックというの

は、先ほどお話し申し上げましたように、中間処理施設が東京都内にないということです。これに

ついては技術開発の問題、あるいは運送コストを低減するという経済的な負担の問題というような

ところがございますので、ぜひともこういった大きなお金、あるいは大きな技術が必要なところで

は、民間では対応ができない部分が相当あるのではないかと思います。特に特殊溶剤を使っている

ようなものですと、量的には少ない、採算に合わないというようなところもあると思いますが、都

内で何らかの形で焼却あるいは分解処理ができる施設を、都としても長期的な視点の中から検討し

ていく必要があるのではないかなというふうに考えております。 

 もう一つ、加えて申し上げますれば、電子マニフェストの問題について、これは、今、ある団体

に委託されていろいろな形で取り組んでおるというところでございますけれども、紙のマニフェス

トに比べて非常にコストが高いと思います。基本料に加えて使用料といったものの値段が、特に排

出が少ない事業所においては、かなり割高で問題だというふうに聞いております。ですから、基本

料を廃止して１回の使用料が紙マニフェストと同等以下になるような、例えば運用機関や導入企業

への助成、零細事業所等向け廉価な入力代行など工夫が必要ではないか、そうでないと、なかなか

末端の排出事業者にまで早期に普及していかない問題ではないかなと思います。 

 その他、産廃と一般・事業系廃棄物の合同処理、他県の産廃受入れ規制が進む中での円滑な広域

処理体制の整備、排出事業者への啓発事業の支援強化などもございますが、時間の関係で、以上と

させていただきますので、後は御質問等の中でお答えしたいと思います。ありがとうございました。 

 

【小泉部会長】 ありがとうございました。 

 それでは、何か質問ありますでしょうか。 

 北村委員、どうぞ。 

 

【北村委員】 実態のことをよく存じませんので、この際、御教示賜りたいと思います。一般的に紙

のマニフェストの場合、最後には排出者さんのところに戻ってまいります。それも一定の期間内に

というようなことがございますね。会員の方々のところで、例えば一定期間内に戻ってこなかった

り、あるいは戻ってはきたけどちょっと変なことになって戻ってきた時に、法的には御自分でどう

なっているのだろうかということを調査して適切な措置をする義務がございますね。そういうもの

は、例としてはあまり報告されておりませんでしょうか。 

 

【北川東京商工会議所地域振興部長】 実態として最終報告までの流れをかなり確実に把握している

かどうかというところについてはデータ的なものはございませんけれども、排出事業者としてみれ

ば、第１次的な排出を運搬事業者に委託した段階で、完了しているという意識の方が多いのではな

いかと思います。なおかつ、マニフェストが戻ってきた段階で適正な処理をされているという報告
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を受ければ、それでもう自分の出したものが適正に処理されているかどうかという具体的な追求ま

でする事業者は少ないと思います。もちろん、ヒアリングをした中では最終処分施設まで見学に行

くというようなことをやっているところもありますけれども、都内大多数の事業者については、ま

だそういった、今御指摘の義務づけの意識まで高まっていないところもあると思います。それにつ

いて、かなりトラブルがあったよというふうな御指摘があった時に初めて大変だというようなこと

があると思うのです。やはり、手形の不渡りが出たというようなところの対応と、全く同じような

状況ではないかなと思っております。 

 

【小泉部会長】 その他、よろしいでしょうか。 

 それでは、北川様、どうもありがとうございました。 

 それでは、最後になりますが、社団法人東京産業廃棄物協会副会長の小池様、お願いいたします。 

 

【小池東京産業廃棄物協会副会長】小池でございます。 
時間の都合もございますので、大雑把かもしれませんが、ざっと御説明いたします。 
まず、以前にこの部会でお作りになった中間のまとめのアウトライン(案)に基づいて我々の考え

を申し述べます。 
まず、第1に不適正処理の要因についてですが、不適正処理といってもいろいろございますが、

不法投棄の要因としては、東京都には最終処分場が、ゼロではございませんけれども、少ないこと。

また、処理料金、これが安ければ安い方がいいという考え方、これは当然のことなのですが、料金

問題も一つの大きな要因であるということ。あとは、あらゆる排出者、あるいは我々処理業者を含

めまして、モラルの欠如していることの3点が、すべての要因になっているのではなかろうかと思

っております。 
まず最初に、昨年の12月22日に環境省が発表をしました不法投棄の内容ですが、件数は排出事

業者、投棄者不明、無許可業者、許可業者の順になっています。私どもの許可業者は比較的少ない

ということです。これは、産業廃棄物の処理業者が悪いというイメージが、どうも今のところ払拭

できておりません。しかし、数字を見ますと、大体年に６、７%の比率が許可業者となっておりま

す。 
それに対する対策でございますけれども、まず、排出事業者への指導ということを、お願いした

いと思っております。排出事業者側が何でなかなか理解を得られないか考えますと、その一つは、

都内に50万カ所の排出事業者がいるといわれております。その事業者なかには、これは失礼な話

ですけれども、今の廃掃法が非常に内容が難解なために、なかなか完全な処理に結びついていかな

いということがあると思います。また、我々にしましても、一廃、産廃の定義とか区分ということ

が非常に難解であるので、在来、法改正のたびにこの問題を提起してまいりました。しかしながら、

昨年の法改正でもこの問題はまた先送りとなっております。これらのことを踏まえて、行政の方々

に御指導のほど、お願いしたいと思っております。 
その次に、無許可業者の取り締まりですが、これは、例えば車に廃棄物を積んで走っていても、

その車が許可業者であるか無許可業者であるかということがなかなかわからないということで、今、

私どもの上部団体の全国産業廃棄物連合会と環境省で対策の検討を始めております。 
それから、先ほどから皆様からもお話が出ておりましたが、処理業者の指導に対してはやはり立

入検査ということが決め手になるのではなかろうかと思っております。しかし、場合によっては処

理場の付近の住民の方々の通報ということも、既に効果を上げた例もございますし、今後、検討し

てもいいのではと思っております。 
私ども処理業者側から排出者側にお願いといいますか、どういうことが問題かといいますと、こ

れは特に特管物の場合に非常に問題になることが多くあります。排出物の中身がよくわからないと

適正処理ができないので、連合会の方で自主基準を作って、それに合わせて排出事業者に安全シー

トを、こういうふうに書き込んでほしいというものを作っております。それを、受託する時に、化

学工場などですと「これに書き込んでください」ということをお願いするように連合会あるいは協

会としては指導をしております。 
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それから、先ほども申しました、処理料金が安ければいいということが、不適正処理につながっ

ていく大きな要因ではなかろうかと思います。適正処理のためにはやはり費用のかかるものはかか

るわけで、何が適正処理かという、なかなか、またこの決め方も難しいのですが、排出者側に十分

認識をしていただきたいということでございます。 
従来、排出者側は、渡してしまえばもう終わりと、処理費用も払っているではないかということ

だったのですが、前々回のマニフェスト伝票の改正から排出者が最終処分まで確認するということ

になっております。これは言葉では言えますけれども、実際問題としてはなかなかできていません。

先ほどもマニフェスト伝票あるいは電子マニフェストの話が出ておりましたが、これも、本当に廃

棄物自体が多種類でございますので、非常に書き方が難しくて、しょっちゅう協会に質問が来てお

ります。 
一方、我々産廃業者の状況を申し上げますと、非常に中小零細の業者が多いわけです。特に収

集・運搬業にしても、ダンプカー1台で家族だけでやっているという業者も結構いるわけです。し

たがいまして、大企業の系列会社、あるいは産廃の処理業者で上場しているような大企業もござい

ますが、これらを一括して同じ枠内にはめようということが非常に難しいから、中小企業に対する

取り扱いというものを、少し緩くというと語弊がありますが、産廃業界の状況を考えに入れていた

だきたいなと思っております。 
もう一つは、我々から見まして、許可条件が各都道府県によって若干ずつ違います。これは、今

のところ都道府県と政令都市と両方で仕事をする以上、二ヵ所の許可をとらなければなりません。

これが全国で100を超しております。したがいまして、全国的なネットワークで仕事をしている会

杜は許可をとるだけでも大変なのです。申請書の中身から、いろいろ違いもあり、また報告の方も

それぞれ若干ずつの相違がございます。そういったことで、報告あるいは許可申請、こういったこ

とについて過重な負担になっていることも心配しております。 
東京産業廃棄物協会といたしましては、今のところ約600杜の業者のメンバーがございます。ま

た、部会も10以上作って、いろいろなことを皆さんに指導しておりますけれども、なかなか全て

にゆきわたることは難しいという感じももっています。 
協会では、相談業務を行っていますが、年間1000件を越す相談があります。今年度は12月末で

1200件にもなっています。その内容を見ますと、まず処理業者だけでなく、排出事業者の方から

も随分電話がかかってきています。中間処理をしてもらうのに、どこへ持っていけばいいのかとい

う質問が一番多いわけです。では、どういうところから問い合わせが来るかといいますと、建廃の

取り扱い業者、あるいは事務所などの引っ越し時に出てくる不要物というようなものが非常に多い

のです。それと、2番目には、先ほど申しましたような申請手続の方法、産業廃棄物の許可をもら

いたいのだけど、どんな手続をしたらいいのかというようなことです。それと、マニフェスト伝票

の記入の方法も、先ほど申しましたように非常に質問が多くございます。あと、また一般の家庭か

ら出るものにしても、例えば園芸に使っていた農薬であるとか、あるいは薬品の使い残し、そうい

ったもの、あるいはパソコンなんかのこともございます。それらをどこへ持っていったらいいのか、

どういう手続をすればいいのかというような質問が、今申しましたように1,000件以上もあり、年

度末までいったら、恐らく1,500件ぐらいになってしまうのではなかろうかというふうに思ってお

ります。 
では、それらに対してどういう取り組みをしていったらいいのかといえば、やはり最終処分場の

確保ということと、排出事業者に対する指導、これは個々の業者にといっても大変ですから、どん

な業界でも多分、協会・工業会、組合というようなものがあると思いますので、そういう業界単位

の講習会といいますか、指導を十分やるべきではなかろうかというふうに思っています。私どもも、

会員業者に対してはもっともっと、講習会、研修会を充実していきたいと恵っております。 
次に、排出事業者からの報告制度という新たな施策についてですが、先ほどから皆さんからも御

意見が出ておりますが、私どもが感じていますことは、そこでまず報告をしてもらうべきものに有

害物の、これは特管物ですが、排出者についても報告させるよう、対象者の拡大を検討していただ

きたいとおもいます。 
あるいは、輸入品を取り扱う商社などについても、報告について検討すべきではないかとも思っ
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ております。 
処理業者から適正処理の状況を報告できるデータの報告を求める件ですが、現在葛飾区において、

診療所などからでる医療廃棄物を収集し処理するモデル事業を、都の御指導で実施しておりますが、

これが一つの今後のモデルになっていくのではなかろうかというふうに思っております。 
時間がありませんので、情報の開示の対象者、あるいは報告の頻度、運用などについては、処理

業者の過度な負担にならないよう、十分検討されるようお願いいたします. 
また、優良事業者の育成につきましては、環境省でも検討が始まっております。これらは、全国

的な統一的な体制でやっていただきたいと思っております。 
以上でございます。 
 

【小泉部会長】どうもありがとうございました。 
時間が押しておりますので、もし、ここでどうしてもということがございましたら御質問をいた

だければと思いますが、いかがでしょうか。 
 

【大島委員】一つだけ。産廃業者という、産業廃棄物処理という名称については、どうなのですか、

名前を変えたいというような思いというのはおありなのですか。 
 
【小池東京産業廃棄物協会副会長】ええ、余りにもイメージが悪いので、廃棄物という名前を何か別

な名前に変えたらという話も話題としては出ております。 
 
【大島委員】具体的に、こういう名前というのはないのですか。 
 
【小池東京産業廃棄物協会副会長】そこまでは、まだ。 
 

【大島委員】 はい、わかりました。 

 

【小泉部会長】 その他、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは、小池様、どうもありがとうございました。 

 

【小池東京産業廃棄物協会副会長】 どうもありがとうございました。 

 

【小泉部会長】 今、４人の方から大変貴重な御意見をいただき、誠にありがとうございました。部

会での審議の参考とさせていただきます。御意見を伺う時間は、これで終了させていただきたいと

思います。皆様、本日は、どうもありがとうございました。 

 それでは、東京都医師会様の御意見につきましては、事務局から報告をお願いいたします。 

 

【片岡産業廃棄物対策課長】 東京都医師会から御意見をいただいています。時間の制約もあります

ので、前段の部分はポイントのみ御紹介させていただければと思います。 

 産業廃棄物の適正処理の徹底について（中間のまとめ）アウトラインに関する意見についてとい

うことで、１番目に廃棄物処理法の整備。医療廃棄物については、新たな法体系の整理が必要と考

える。 

 ２番目に処理業者の選定の方策。東京都の中に、相談窓口等の設置が望まれる。 

 ３番目に適正な処理価格。適正な金額の目安、適正処理業者の名簿を示していただけると、選定

しやすい。 

 ４番目に、東京都医師会の対応としては、①に医療廃棄物相談窓口の設置運営、②東京都医師会

医療廃棄物適正処理推進協議会及び同専門部会の設置。③医療廃棄物適正処理のためのチェックリ

ストの作成、④研修会の開催、⑤医療廃棄物適正処理推進モデル事業の実施。 

 以上、東京都医師会では排出事業者がその義務を果たしやすい体制作りのため、各種対応を行っ

 12



てきた。行政においても、医療廃棄物という概念を取り込んだ新しい法体制の整備であるとか、安

心して処理を委託できる処理業者に許可を与えること、及びこのリストの許可業者であれば安心し

て安全に処理を委託できるという選定システムの構築整備、また適正処理には、最低これだけかか

るという適正な費用の提示等、排出事業者が義務を果たしやすい体制づくりを構築していただくよ

う望みます。 

 また、今回、意見提出を求められている東京都廃棄物審議会産業廃棄物部会における産業廃棄物

の適正処理の徹底について（中間のまとめ）については、上記に述べてきたような医療廃棄物の適

正処理に関する問題点とその対策を踏まえて、以下のとおり考える。 

 産業廃棄物の適正処理に対しては、排出事業者の意識の向上、処理業者の適正処理の徹底が考え

られる。排出事業者の意識の向上については、パンフレット等の配布、研修会の開催、取扱者の資

格制度等の方策が考えられる。また、適正処理業者を選定するための具体的な手順や方策、目安を

設けることが必要であると考える。 

 東京都には約１万社の収集運搬・処理業者があり、今回、そのうちの約７００の処分業者及び保

管・積替施設を有する収集運搬業者について、その処理状況をオープンにするとの提案であるが、

排出事業者は約７００の業者からどのようにして適正処理を行う業者を選定したらよいのか、また、

医療機関が処理業者を選定するにあたって、この約７００業者のうちどれだけの数の業者が選定対

象となるのか、よく分からない。 

 オープン化された約７００件の業者を含め、約１０，０００の業者から適正処理を行っている処

理業者を選定する具体的な方法を医療機関（排出事業者）に示していただくと、産業廃棄物の適正

処理に直接結びつくものと思われる。 

 また、都内には約６７０の病院と約１１，０００の診療所がある。医療系特別管理産業廃棄物は、

全産業廃棄物のうち、その占める割合はごくわずかではあるが、感染性等のことから、環境及び社

会に与える影響は非常に大きいものがある。今回、排出事業者に対する適正処理の取り組みとして、

全ての病院に報告を求めることが提案されている。 

 適正処理に対する取り組みを報告して、その結果をオープンにするというものである。医療廃棄

物に限って言えば、感染性等の問題から焼却処分が最適とも思われる。東京都では平成１７年度稼

動を目途として、医療廃棄物の焼却専用炉を有するスーパーエコタウン事業を発足させる予定であ

り、この専用炉は最大日量１００トンの能力を有している。東京都が関与する中間処理施設が都内

に確保される事により、都内の医療廃棄物は都内で処理する事が可能となるものと思われる。東京

都から排出された産業廃棄物は、大半が他県に搬送され処理されており、他県に搬送された産業廃

棄物が不法投棄された例もあることから、この事業等、医療廃棄物処理環境の整備は、病院の医療

廃棄物適正処理の徹底に直接つながるものと思われる。 

 今回、産業廃棄物の適正処理に向けた取り組みに関して、全ての病院に報告書の提出が求められ

ているが、上述してきたように、適正処理業選定の明確な基準提示や適正処理料金に提示等が示さ

れていない現在では、報告制度の実施時期については、スーパーエコタウン事業や、都医の医療廃

棄物適正処理推進モデル事業の拡大等の、適正処理に向けた周辺環境の整備が行われてきた後で、

良いのではないかと考えます。 

以上です。 

 

【小泉部会長】 どうもありがとうございました。 

 それでは、引き続きまして、本日の審議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。前回はアウトライン（案）が示されました

が、今回は、前回の議論を元に事務局から文章化された中間のまとめ（素案）が示されております。

本日、この部会で取りまとめていきたいと思います。 

 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】 今、部会長からお話がありましたように、本日は、資料１、中間のま

とめ（素案）の本文についてご議論いただきたいと思いますが、資料説明としましては、時間の関
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係もございますので、その概要をまとめました資料２、Ａ４の資料を見ていただきながら本文の方

も見ていただければと思います。 

 資料２の第１章、不適正処理の現状。１、東京の産業廃棄物。本文では１ページ目になります。

東京から排出される産業廃棄物は、上下水汚泥を除いても年間１，１８４万トン。この内、建設業

は９６９万トン、製造業は１７６万トン、医療業は７万トンを排出。これらは排出事業者の責任で

広域的に処理されており、中間処理の５９％、最終処分の７７％が東京都の域外での処理。 

 ２、不適正処理の現状。本文では２ページ以降になります。国内では、年間１，０００件前後の

不法投棄事件が発生、不法投棄量は３２万トン。これらの中に東京から排出された産業廃棄物が含

まれる例も少なくない。処理業者に委託された産業廃棄物が、無許可業者などの手に渡り、大規模

な不法投棄事件につながることが多い。 

 ３、これまでの施策。本文３ページになります。廃棄物処理法の改正。不適正処理に対する罰則、

排出事業者責任が強化された。都の施策。産廃Ｇメン､産廃スクラム２７、エコトライ協定、スー

パーエコタウン事業等。排出事業者が優良な処理業者を選定しようとする気運も高まりつつあるが、

排出事業者及び処理業者全体に、適正処理の意識が浸透しているとはいい難い。 

 続きまして、第２章、今後の施策の方向の１、不適正処理の主な要因。本文では６ページからに

なります。排出事業者。適正処理に関する排出事業者の意識不足。中間処理や最終処分の能力を確

認せず、価格優先で処理業者を選定。産業廃棄物を引き渡した後は処理業者まかせという、安易な

委託。それから処理業者。顧客獲得を優先、能力以上の処理を請け負い、無許可業者等に横流しす

る処理業者が存在。中間処理施設や保管・積替え施設の搬出入・稼動状況など、処理業者の事業の

状況が不透明。これら排出事業者、処理業者、両方の要因が絡み合い、不法投棄が発生。 

 ２、今後の施策の方向。これも６ページになります。不法投棄等に対する規制・監視を一層強化

するとともに、排出事業者の社会的責任の徹底。産業廃棄物を排出する企業にとって、法令を遵守

した適正な処理やリサイクルが行われるよう最大限の努力を尽くすことは、社会的責任の中核的要

素の一つである。都は、産業廃棄物を多量に排出する事業者、有害性の高い産業廃棄物を排出する

事業者などに対し、社会的責任の徹底を求めるべき。その取組が広く公表され、社会的に評価され

るような仕組みの構築を進めるべき。産業廃棄物処理業の健全な静脈産業としての発展。循環型社

会を目指すには、静脈産業が動脈産業と同様に発展し、社会的な評価を受けることが極めて重要。

都は、事業内容が透明で、信頼性の高い処理業者が発展していけるような仕組みの構築を進めてい

くべき。 

 続きまして、第３章、適正処理の確保に向けた新たな施策。１、排出事業者の適正処理への取組

を公表する制度の創設。本文８ページになります。産業廃棄物の多量排出事業者、特別管理産業廃

棄物の排出事業者に、適正処理の徹底を確保するために講じている対策について報告を義務づけ、

公表する制度を創設すべき。詳細は次の別紙の左の方にまとめてございまして、前回、部会で御審

議いただいた中身と基本的には変わっておりません。対象事業者、報告内容、公表、特に優れた取

組は表彰、それから報告に基づく立入検査の概要ですが、詳細の説明は省略させていただきます。 

 恐れ入ります。資料２に、また戻っていただきまして、第３章の２、処理業者の産業廃棄物処理

の状態を公表する制度の創設。本文８ページになります。産業廃棄物処理業者に対して、処理事業

の状況を確認できるデータの報告を義務づけ、公表する制度を創設すべきということで、詳細は次

の別紙の右の方、２番の図になります。これも、基本的には、これまで議論していただいた中身の

とおりでございまして、報告内容と報告頻度、それから公表、報告に基づく立入検査といったよう

な中身の案になっております。 

 恐れ入ります。また資料２に戻っていただきまして、第３章、３、その他の新たな施策の検討。

本文９ページになります。優良事業者の育成。報告・公表制度の定着状況を見た上で、法令規定以

上の取組を行う優良な処理業者を、第三者機関が評価する制度の導入を検討すべき。次に、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。ＧＰＳやＩＣタグ等を活用した追跡シ

ステムなどについて、先進的な取組の成果を見た上で、他への普及を図って行くべき。 

 ４、今後の課題。本文の１０ページになります。広域的な仕組みの構築。八都県市間の調整を図

り、広域的な仕組みの構築に努めるべき。全国共通の仕組みが構築されるよう国に働きかけていく
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べき。今後の課題。リサイクル品の需要拡大等を促進し、円滑なリサイクルシステムの実現を図る

べき。廃棄物・リサイクル関連法の構築に向け国に積極的な提案を行っていくべき。 

 資料の説明については、以上でございます。 

 

【小泉部会長】 どうもありがとうございました。 

 中間のまとめ（素案）の本文には事前にお目を通していただいていると思いますが、本日は、先

ほどの関係者の方々からの御意見も含め議論していただきまして、部会としてこの本文についての

取りまとめをしていきたいというふうに思っております。 

 それでは、北村委員どうぞ。 

 

【北村委員】 産廃協の方から、環境省の統計でだれが不法投棄しているかという報告がありました。

全国的な統計が、一番多いのが排出業者さんで次が無許可業者さん、次が処理業者さんだというこ

とでした。他の方々からも、やはり排出業者さんのご認識がどうもいまひとつというのが口々に出

てまいりました。無許可業者に委託する排出者がいるわけですから、そこのところをもう少し強調

した方がいいのではないかと思います。あの統計は全国の数字なので、あるいは東京都では無許可

業者が一番に来るのかどうかわかりませんが、何となく全体のトーンがそういう感じで、私も確か

にそれは重要だとは思っておりますので、表記の問題かもしれませんが、事実に即した認識という

ものを示しておくべきではないかというような気が、今の皆様方の御意見を伺って感じたところで

ございます。 

 

【小泉部会長】 どうもありがとうございました。さて、それでは、この中間のまとめ（素案）につ

きまして御意見をいただければと思います。それほど長い文章ではないですから、どこからでも結

構だと思います。 

 では、大島委員、どうぞ。 

 

【大島委員】 すみません。この本文とちょっと離れたところの話なのですけれど、今日お話を伺っ

ていて非常に気になったのは、病院の方が、自分のところで出ている容器が使い捨てだから製薬メ

ーカーとか医療品機器メーカーと、使い捨てでなければならないから、こういうところと話し合い

をしたいとか、排出業者の方たちが排出する時に、その製品がどういう性質のものか、どういうも

のでできているか、素材も何もわからないから適正な処理になっていかないのだというようなお話

を聞いて、これの以前の問題として、製造の段階から、出てきたものに対してはマニフェストとい

うのがすごく言われているのだけれど、そうではなくて、出てきた段階から、どういうものでこれ

はこういう適正な処理をしなくてはいけない、だから当然処理費用もこういうふうにかさんでくる

のだよというようなことがわかっていると、価格の適正にも反映するのかなというのがちょっとあ

って、そのことというのは何も書き込まれていなかったのですよね。私も今日、お話を聞いて、あ

あ、そうか、そういう一番最初に出てくるところからの問題というのがあったのだなというのを改

めて気づきまして、何か書き込めたらいいなという思いが出ましたので。この本文とは関係なく、

それだけ。 

 

【小泉部会長】 ありがとうございました。 

 何か、ございますか。よろしいですか。 

 

【大島委員】 いや、今回に書き込んでほしいということではなくて、やはり検討課題なのだろうな

と思ったのです。ここまでできたものを、今さらそれを全部ひっくり返せとは思っていませんので。

一応、それが出てくると、ちゃんと適正価格とか適正処理というものの論拠が出てくるのかなとい

うのが、ちょっと今日、お話を伺ってあったので、何か、来年でもいいですから、つなげていけた

らと思いますので。それだけです。 
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【小泉部会長】 では、御意見ということで。ありがとうございました。 

 それでは、中杉委員、どうぞ。 

 

【中杉委員】 先ほど業界団体の方のお話を伺っていて、私は二つの点が共通の御要望としてあった

のではないかなというふうに思っています。一つは、排出事業者の方から出てきたのは、処理業者

の格付けをしてほしいと。処理業者の格付けをしてほしいというのが、強い要望として出てきた。

それが一つ。それから、もう一つ、排出事業者の方、処理業者の方もそうだったかと思いますけれ

ども、いわゆる報告の対象の枠を広げるべきではないかという御意見があった。そのこと２点が共

通しております。あとは本文に関わるような具体的な話ではなく、今のもそういうような話ではな

い部分がちょっとあるのかなと思うのですが、そこについて東京都のお考えを少し最初に聞かせて

もらいたいのですが。 

 

【片岡産業廃棄物対策課長】 最初の格付けのお話ですが、中間のまとめの本文９ページ目のその他

の新たな施策の検討の（１）優良事業者の育成というところがいわゆる格付けとつながる部分の御

提案になるかということで、こういった御答申を受ければ、我々具体的な制度設計なり検討なりと

いうのは必要になってくるだろうというふうに考えております。 

 それから、もう一つは対象枠のお話ですが、排出事業者と処理業者と両方あったかと思います。

排出事業者につきましては、例えば建設業にしても、もっと枠を広げたらどうだというような御意

見もございましたけれども、一方で、報告制度によって手間とかコスト、これが過重になるようで

は困りますというような御意見もあったと思います。その辺のバランス。あるいは、実際に建設業

で言えば大手の企業が、工事自体もそうですけれども、産業廃棄物の管理という意味でもかなりの

主導権を握っているというようなこともありますので、その辺で波及効果が期待できるだろう。あ

とは、排出事業者については対象者以外の方から任意で報告いただく部分もありますというような

ところが一つのお答えになるのではないかと思います。 

 それから、処理業者については、保管・積替えを持たない、いわゆる収集・運搬業者もというお

話があったと思いますが、これは、まず数からいっても許可業者１万社のうち９，０００社が大体

保管・積替えなしの収集・運搬業者であるということと、それから今回の中間のまとめの眼目であ

りますところは、やはり産業廃棄物が排出から最終処分まで流れていくのに、保管・積替え施設と

か中間処理施設という一つのポイントポイント、これをまず押さえましょうという発想がございま

す。だから、まずそれを優先してきちっとオープンにしていこうではないかというのが第一かとい

うこと。それから、さらに具体的に、では保管・積替えを持たない収集・運搬業者からどういった

項目の報告を求めれば適正なのだと判断できるのかという問題、この辺もあろうかと思います。し

たがって、今回の部会のまとめとしては、その対象としてはいわゆる施設に着目したところからや

っていったらどうだということになろうかと思います。 

 

【中杉委員】 今のお答えで２番目の部分は、そういう意味では現在、「今回は」というのが条件と

して入ると思うのです。今回はここまでしますよという話で、未来永劫このままいきますよという

話ではないところを、ちょっとニュアンスとして入れておく必要があるのかなというふうに思うの

です。今回の見直しという意味では。そこら辺のところは説明でもいいのですけれども、今回はこ

ういうふうにしますよというふうなことで説明をしていただく必要があるのだと思うのです。これ

が最終案ですよという話ではなくて、だんだん慣れてきて報告等の負担がなければ、できるだけ広

げた方がいいということは当然だろうと思います。今回は、実行可能性云々を考えたら、そういう

ことですと。 

 それと、もう一つは、そういう意味でいくと、別紙の方で対象事業者のところで約１，７００と

いうのは、書かない方がいいと思います。これは、例示としての１，７００という数字ですよね。

報告書の本文には「一定規模以上の排出事業者」としか書いていなくて、何か条件がなければこの

数字は入らないので、そこのところの約１，７００という数字が多分ひとり歩きしてしまっている

のだろうと。この報告書としては、そこまでは言っていないのです。もう一つの方の処理業者の方
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は約７００という、これはもう今、届けられている数字で、報告書の中に「処分業者及び保管・積

替えを有する収集・運搬業者」と書いてあるので、それは７００で確定するのだと思います。そこ

のところをちょっと注意していただいた方が誤解を受けなくていい。 

 あとは実行可能性で、一定規模をいろいろ考えてやっていただく。先ほどもいろいろな御要望が

あった中も、多分ここら辺の話が随分あるのだと思うのです。この中間報告の取りまとめを受けて

都が実際にやられる中で、また業界団体と話をしていただいて少しは修正が当然あり得るのだろう

というふうに思いますので、そういうふうにしていただければと。 

 それから、一つ前の優良事業者の話で、これ、ちょっとニュアンスが違ってくるのかなというの

が、この優良事業者というものの数がどのぐらいになるかなと。格付けという話で言われたのだと、

むしろ不良事業者を落としたいという感じですよね。だから、優良事業者の数が８割ぐらいを占め

てしまえば、それは格付けに多分なる。そこら辺のイメージのずれが出てくるかなという話がある

ので。だけど、逆に不良事業者というレッテルを行政として押せるかどうかというのは、かなり難

しいと思うので、御要望としてはああいうことがあるけれども、行政としては、最後に責任を行政

がとるわけではなくて、やはり排出事業者の方に基本的にはしっかり見ていただけなくてはいけな

い。それを見ていただくための情報としては、いろいろ提供しますと。では、今回、報告してもら

った情報を公開をしますよということで、それを読んでくださいと。だから、それを読む時の手引

きみたいなのをまた別に作ってあげる必要があるかもしれませんけれども、そういうことでお答え

をしていくしかないのかなというふうに思っています。この優良事業者の育成ということで答えに

なると、それに対するお答えだと言われると、少し違うように私は感じています。そうしないと、

優良事業者というごく一部の処理業者の方のところに、みんな集まることになります。本当に、そ

れが適切なのかどうか。望ましいことは望ましいのでしょうけれども、そういう形を必ずしも言わ

れているようではないように思うのですけど。 

 

【小泉部会長】 ただいまの中杉委員のお話の中で、今までの議論は、どちらかというと、この優良

事業者というのはそのうちのいくつかということで議論してきたと思うのですが、今日のお話の中

でたくさん、あるいは毎年、そういうふうな御意見が出ましたよね。だから、その辺のところをど

ういうふうに考えていくかで、優良事業者の内容が変わってくるかもしれません。難しい問題です

けれども。優良事業者を育成していこう、これはいいと思うのですが、その辺の数とか毎年どうい

うふうにやっていくかとか、あるいはそれの選定基準だとか、その辺が今後、具体的な内容を詰め

ないといけないかもしれませんね。 

 

【中杉委員】 ですから、私はああいうふうに申し上げたけど、そうではなくて、片岡課長が言われ

るような形での制度になるかもしれない。それは、これから具体的にどういうふうにしていくかと

いうことになっていくのだろうと思うのですけど。 

 

【野口委員】 具体的にこれからどうしていくかという点とも関わると思うのですが、私、読んでい

て一つ気になったのが、中間のまとめが出て、この後で最終報告書が出ると。その時に、どこまで

最終報告書で出てくるのかというのがわかりづらくなる。最後のところに今後の課題、（２）とい

うところまであるのです。ここまで具体的に出すのか、それとも最終報告書では、むしろ今、前段

のお話にあったような報告聴取の制度というのは大体こういうものになりますよというところに主

眼が置かれるのかという、この次に出てくる報告書の内容がどこまで、どの程度のものが出てくる

のかというのが、恐らく中間のまとめを読んで一番みんなが知りたがるところではないかと思いま

すので。書き方がすごく難しいとは思うのですが、最後のところに、こういうような具体的な課題

について最終報告書に向けて検討を進めていくというようなところが出てくると、今の優良事業者

の育成の話なんかがもう少し具体化してレーティングの話になるのかならないのかというあたりも、

今後、議論があるのだなと喚起をすることになるという気が私もします。これは別に質問ではなく

て、可能であれば、そういうようなところが入ってくるとよいのではないかという要望でございま

す。 
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【小泉部会長】 どうぞ、お願いします。 

 

【銀林計画課長】 今回の中間の取りまとめ（案）の取り扱いなのですけれども、今日おまとめいた

だければ、後ほどお話し申し上げますけれども、本審議会に部会として御報告をし、そこで御了承

が得られれば、次の手順としてパブリックコメントを求めるようになります。それで、パブリック

コメントの意見を踏まえて、もう一回御審議いただいて、それをもって最終報告答申ということに

なります。ですから、今のものが本審議会、それからその後のパブリックコメントでさらされて、

たえられるという御評価をいただければ、できれば今のものを最終答申まで持っていければという

ふうに事務局としては考えております。 

 

【野口委員】 とすると、最終報告書であまりここから変わらないとすると、今のお話、これまでの

お話のように、もう少し今後の方策としては、優良事業者の育成というのはこういうような方向で

考えているというようなものが出てきた方がよいのかなと。９ページにある書き方だと、中杉委員

のお話にあったように、どういうような、レーティングに近いものなのか、それとも本当にごく限

られた事業者を表彰するものなのかというのが、なかなかわかりづらいので、もしかするとパブリ

ックコメントの中で質問が出て、それに回答するという形で増えていくのかもしれませんが、少し

気になる点かもしれません。 

 

【小泉部会長】 そうですね。この辺のところはいかがですか。 

 中杉委員、どうぞ。 

 

【中杉委員】 多分、行政がお答えになる方がいいのかもしれないけど、これは具体的な施策を展開

する上での根拠になる話で、今やられているその他の課題というのは今回は施策の展開まではいか

ない、その前までは具体的に施策としてやりましょうという話で、そういう意味では優良事業者の

育成というのをどう読むかという話があるのですけれども、ちょっと、先ほど私が申し上げたよう

に、本当にレーティィングまでいけるかどうか、難しそう。 

 

【小泉部会長】 どうぞお願いします。 

 

【福永廃棄物対策部長】 ９ページのところで、我々も中では議論したのですが、具体的に書き込め

なかったのです。 

 いずれにしましても、答申を受け、それを見きわめた上で、ある程度今の報告制度をスタートさ

せながらかと思います。行政というのはあくまで許可していますので、許可した人が直接、この許

可はＡ、Ｂ、Ｃだというような形でランクづけするのはほとんど不可能でございます。イメージと

しては第三者的な機関が行う病院の医療機能評価みたいな形です。あれは財団法人が行っています。

事業者の方が申し込まれて、いろいろな客観的な指標をある程度クリアし、現地の方も調査されて、

ある一定水準以上であれば合格というふうなイメージを考えています。今、ムーディーズとかいろ

いろなところがやっているようなＡＡＡだとかａだとか、そういうふうな意味での評価ではなくて、

ある一定の基準を満たしたものについてです。許可の方は法的な最低限のものですから、守らなけ

ればうちの方は取り消しや処分をするわけです。評価の方はそうではなくて、イメージとしてはＩ

ＳＯとはちょっとまた違うのですが、自主的な取り組みの中で申し込みをしていただいて、第三者

的な機関が一定の基準を設け、その中で、それにパスした人が通常の許可よりは安心して頼めるよ

うな基準としての評価を受ける。それが優良事業者としての評価というイメージで考えています。

答申をいただいた後、また、そういったことに御造詣があるような方にメンバーにも入っていただ

きながら、具体的な制度について、さらに詰めていきたいと思います。中間のまとめの報告の中で

は、そういったものを生の形で詰めるには、時間や、いろいろな課題もあるということです。 
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【小泉部会長】 わかりました。では、具体的なものはその後やっていくということでございます。 

 では、芳賀委員、どうぞ。 

 

【芳賀委員】 ８ページ、９ページの内容なのですけれども、業者さんが能力以上の処理を請け負っ

て、それを丸投げするというような内容のことの記載があるのですけれども、業者さんの評価をす

る時に、例えば他の業者さんの方に横流しをしているという比率がどのぐらいあるかということも

含めて公表されるのかどうかということが、結構気になるのですけれども。 

 それに関連してなのですが、例えば優良な事業者さんを今後育成していくとなると、その事業者

さんが受けたものを中小の企業さんにぼおんと振っていくというようなことが他の業界でも見られ

ますので、それが自然に行われていくようになると思うのですけれども、その辺、どういうふうに

お考えなのかなということがちょっと気になっています。例えば、中間処理の施設を持っている事

業者さんに対しては処理の内容を明らかにするというようなことなのですが、収集・運搬をしてい

る業者さんは、ではどうなのかとか、ちょっと考えてしまいますので、教えていただければと思い

ます。 

 

【小泉部会長】 よろしいですか。どうぞ。 

 

【片岡産業廃棄物対策課長】 産業廃棄物の世界では、廃棄物処理法でいわゆる再委託というのは原

則禁止になっています。これが、ちょっと他の業態と違うところだと思うのですが。非常に限定的

な条件の下で、排出事業者側の承諾を書面で得た上で再委託できるということですので、そういっ

た手続も踏まずに再委託すること自体がもう違法です。それが現実には再委託、再々委託というこ

とで、横流しで不法投棄につながるというところが問題だろうという認識で、こういった表現にな

っております。 

 

【芳賀委員】 現実では、横流しすること自体が違法なわけですよね。 

 

【片岡産業廃棄物対策課長】 そうです。排出事業者と書面による承諾を結ぶ必要があります。それ

から最初から再委託するというような前提での形というのは違法です。 

 

【芳賀委員】 わかりました。 

 

【小泉部会長】 よろしいでしょうか。はい、どうぞ。 

 

【銀林計画課長】 今回の報告制度と優良事業者との関係がちょっとわかりづらいのかもしれないの

ですが、私どものねらいとしましては、その報告制度で少なくとも優良というよりも悪い業者、先

ほどお話しいただいたように受けるだけ受けて他へ横流しをすると、そういう悪いものは、この報

告制度をきっちりやることで、また、その処理実態がオープンになることで、かなり、抑止力も含

めて、悪い業者の排除はこの報告制度で基本的にできる限り担保していきたいです。そうすると、

悪くない業者はすべていい業者なのかというと、これはまた問題があるわけです。ここの部分は許

可権者として、金融庁が銀行を許可しておいて、この銀行はいい銀行ですよ、この銀行は危ない銀

行ですよというわけにいかないのと同じような面がございます。別のところで、私ども許可権者の

持っている情報はできるだけ出していきながら、評価そのものは第三者機関で客観的にやっていた

だく。報告制度では主に悪い業者の排除といいますか、そこのねらいと、あと、もう一つは、それ

だけでは十分ではなく、優良な業者はどうしていくのかというのを先ほど部長も申し上げましたよ

うな第三者機関の評価でということで、２段構えのものが必要なのかなというふうに考えておりま

す。 

 

【芳賀委員】 この点、法律的に禁止されているとかというものがわかれば、例えば一般都民も、あ
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あ、これは禁止なのだとわかりますけど、そうではないと、他の業態では一般的に当たり前のこと

なので、特に悪いものだという認識がそれほど強く捉えられないのではないかなという気がします

ので、よろしくお願いします。 

 

【小泉部会長】 どうぞ、野村委員。 

 

【野村委員】 質問なのですけれども、今日、関係者からの意見聴取がありましたが、これはどうい

う位置づけで今後取り扱われるのでしょうか。 

 

【中杉委員】 私の解釈は、私自身は、お話を我々が伺って、この報告書の中に盛り込むべきことが

どうあるか、修正すべきところがどうあるかという判断をさせていただければいいのかなというふ

うに思っています。そういう意味で先ほど２点確認をさせていただいた。その他の部分については、

確かにいろいろ御要望はあったけれども、この本文の骨格に関わるところではなくて、それを具体

化するところでいろいろな御要望があったのではないかという話で私は解釈しています。幸いなこ

とかどうかわかりませんけど、余り大きくこの文章を変える部分はないのかなという判断を私個人

はしています。一言申し上げると、いろいろ御要望はありましたが、これを具体化する時には十分

御要望を聞いて判断をしていただきたいと都の方に申し上げるような形かなというふうに解釈して

います。 

 

【小泉部会長】 今作っている中間のまとめの素案というのは、私も、ある意味では抽象的な、もう

ちょっと計画論的に言うと基本構想みたいなものであって、その概念がある程度お認めいただけれ

ば、それに基づいて具体的なものを作っていく。今日、いろいろ、４名の方々のお話を伺っている

と、ある意味では具体的な、実際にこれを運用していく時にどういうふうにしていくのかという要

望がかなり多かったというふうに私も思っております。今作っているものは基本的な骨格、そうい

うふうに私も位置づけております。 

 ただ、今日の御意見をどこかに残して、今後具体的にやっていく時に生かしていただければと思

います。今日の御意見を伺って、あるいは今回、中間のまとめの素案という意味では最後の部会に

なりますので、この文言で何か訂正すべきというところがあればお願いします。 

 では、中杉委員、どうぞ。 

 

【中杉委員】 一言だけ。私が前回申し上げたＰＲＴＲ云々の話のところはページ９のところで、処

理業者の方について、「併せて、他法令に基づき報告されているデータも活用しつつ」というふう

に入れていただいているので、これで結構だというふうに思うのですが、排出事業者のところにも、

できれば、同じようなことが考えられるので、何かうまく盛り込めないのだろうかと。事務局で工

夫をしていただき、最後は部会長に一任をさせていただきますけれども、そんな形で御検討いただ

ければというふうに思います。難しければ、要望させていただくというだけで、そういうことがあ

るということを議事録に残しておいていただければ、それで結構でございます。 

 

【小泉部会長】 それでは、藤山委員、どうぞ。 

 

【藤山委員】 最後に、「住民の監視の目も必要であり、都としてもその声を受け入れる窓口を必要

とし」と。住民の目も必要である、監視の目も必要であるというようなことを、最後にもつけ加え

ていただけるようなことはできないのでしょうか。私の声を受け入れる、都として窓口を作ったり、

そういうことをＰＲすることに努めますみたいな、そういうのを最後に織り込んでいただくことは

可能なのですか。 

 

【小泉部会長】 例えば、どの辺の場所になりますか。 
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【藤山委員】 本当に最後の最後でいいと思うのです。最後の優良事業者の育成とか、そういうとこ

ろで、最後のまとめのところにも「住民の声」というものを少し織り込んでいただければありがた

いと思うのですが。 

 

【銀林計画課長】 文章的にどうさわるかという話はあるのですけれども、今回のトーンといいます

か、流れは、そういうふうに個々に監視するまでもなく、情報をオープンにしていくと、だれでも

いつでも見られます。また、その中身をちゃんと明らかにしてください、そうでないところは、そ

れ自体もオープンにしますよという考え方で流れています。ですから、監視のためにオープンにす

るわけではないのですけど、住民だけではなく、それ自体がある種の監視となります。そういう意

味合いも結果としてあります。公表していくという制度自体にそういうねらいが含まれています。

そこで新たにそれとは別の住民の監視みたいな形では、考え方としてはなかなかなじまないだろう

なと。 

 あとは、文章的にそういう意味合いがあるので、文章的なさばきとして、そういうニュアンスは

あるかもしれないのですが、オープンにするということとそもそもダブってしまいます。監視とい

うのは、オープンにされていない部分をウオッチするというようなところがありますので。 

 

【片岡産業廃棄物対策課長】 あと、窓口というお話ですけれども、例えば産廃１１０番みたいなイ

メージなのかと思いますが、殊さらそういって構えなくても、いろいろ情報が寄せられれば今の体

制でも当然対応できます。現にいろいろな近隣の方からの苦情に基づいて立入検査に入ったという

ような事例も多いですから、その辺も、殊さら書き込まなくても、我々としては今現在の体制で対

応できるというふうに思っております。 

 

【小泉部会長】 現体制で対応できるということでございますので、よろしくお願いします。 

 では、大島委員、どうぞ。 

 

【大島委員】 すみません。文章的なものなのですけれど、６ページの第２章の不適正処理の主な要

因のところなのですけれど、私、これ、最初に読んだ時に、排出業者と処理業者とそれぞれ別れて

いたので、排出業者の第一には何々、第二にはと探したらなくて、処理業者の方に第二になってい

たのです。読む側としては、排出業者が第一には何々、第二には何々、処理業者には第一には何々

の要因、第二には何々の要因というのが普通ではないかなと思って。何回読んでも、やはり第一は

処理業者と。もし、こういう書き方をするのだったら、第一には処理業者にはこういう要因があり

ます、排出業者は何々と、第二には処理業者に何々と書かれた方が通りいいのですよね。と思いま

した。 

 

【片岡産業廃棄物対策課長】 わかりました。 

 

【小泉部会長】 では、ここのところは、どうぞよろしくお願いいたします。その他、御意見、いか

がでしょうか。よろしいでしょうか。 

 大分時間も押しておりまして、予定の時間を大分過ぎてしまったのですが、よろしいでしょうか。 

 それでは、御意見をいただきましてありがとうございました。本日は、中間のまとめ（素案）に

ついて貴重な御意見をいただきました。今回の御意見を踏まえて事務局の方で再度内容の整理をし

ていただきますが、次回の審議会は本審議会です。ここでは、この部会から中間のまとめ（案）を

報告することになっております。時間も限られておりますが、いかがいたしましょうか。 

 

【中杉委員】 よろしいですか。幾つか御意見が出て、余り大きな修正はなかったと思います。私も、

細かいところを一つ要望しましたけれども。あとは、先ほど私が申し上げたように、事務局で勘案

していただいて修正をいただいた上で部会長にお任せするということでいかがでしょうか。 
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（異議なし） 

 

【小泉部会長】 よろしいでしょうか。ありがとうございます。 

 それでは、部会長一任とさせていただきます。 

 予定の時刻を過ぎておりますが、他に何かございますか。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、何か連絡事項はありますでしょうか。 

 

【銀林計画課長】 今、そういうお話を伺いましたので、中間のまとめ（案）の取りまとめにつきま

しては部会長一任ということでございますので、本日のご審議、ご意見等を踏まえまして私どもの

方で再度整理をさせていただいた上で、部会長と案文の調整をさせていただきたいと存じます。そ

れにつきましては、各委員には審議会の前にあらかじめお示ししてお目通しいただくというふうに

させていただきたいと存じます。 

 次回でございますけれども、来月２月１０日、火曜日でございますけれども、午前中に本審議会

を予定しております。別に行っております廃プラスチック部会とともに中間のまとめ（案）として

本審議会にご報告をお願いしたいというふうに存じます。なお、各委員の皆様には前回部会の議事

録をお配りしてございますので、お持ち帰りいただきたいと存じます。 

以上でございます。 

 

【小泉部会長】 本日はお忙しい中、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。 

 

（午後０時０５分 閉会） 


