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「中間のまとめ」に対する都民意見について（概要） 

 

Ⅰ 概要  

１． 意見募集期間  平成 16 年 2 月 23 日（月）～3 月 31 日（水）   

２． 意見提出者数（人）及び意見数（件）  

諮問事項別提出者数（意見数） 
 提出者数 

産業廃棄物 廃プラスチック 

個人 ３３ １２（１７） ２８（５３） 

団体 ７ ２（６） ７（１５） 

企業 １６ １０（３０） １１（２１） 

自治体 １ ０（０） １（１） 

合計 ５７ ２４（５３） ４７（９０） 

（注）① 一人の意見提出者から二つの諮問事項に意見があったものがあるため、提出者数と諮問事項別提出者

数の合計が異なる。 

② 一人の意見提出者から複数の意見があったものがあるため、提出者数と意見数の合計が異なる。 

資料１ 
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Ⅱ 産業廃棄物の適正処理の徹底について「中間のまとめ」に対する都民意見及び対応（案） 

 

 意見概要 対応（案） 

1. 排出事業者の社会的責任の徹底に関する意見：17件  

 （主な意見） 

・ 排出事業者の報告制度を発生量把握から適正処理の取組を重視する制度に変

更することは不正処理根絶のために必要。 

・ 排出事業者の報告・公表制度は企業の責任を一層高めていくのに有効。 

・ 排出事業者の報告・公表制度によって、排出企業のリサイクルへの参加促進が

期待される。 

・ 報告対象者以外の排出事業者に報告制度等を設けることは、環境対策に意欲

的に取り組んでいる中小事業者にとって励みになると評価。ただし、排出事業者

に今以上のコスト負担を求めることが無いように配慮すべき。 

 

 

「中間のまとめ」に対して賛同のご意見として承る。 

 ・ 環境省において処理業者の評価に関する検討をしているところであり、事業者に

対する選定方法の報告義務付けは時期尚早。 

・ 今後この制度における企業の評価が都の発表する企業格付けや工事成績評定

等に反映され、また税制優遇措置などに具体化されるべき。 

・ 建設業界では元請事業者の廃棄物発生量を減らすため下請業者がごみを持ち

帰らされることが一部慣習となっており、いたずらに発生量を比較させるだけの安

易な公表の仕方は避けるべき。 

・ 排出事業者には、使用した焼却施設その他の中間処理施設、最終処分場につ

いて報告させるべき。 

 

ご意見として承る。 
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 ・ 都と連携・協調した外部専門家の活用が有効。 

・ 建設業における不適正処理の撲滅には、排出事業者責任の遂行を求めるだけ

でなく、発注者サイドの社会的責任の自覚に基づく適正な費用負担も重要。この

点は、中間まとめでは触れられていないため、都で改めて要因分析を行い必要

な対応を検討すべき。 

・ 廃棄物処理法は難解で排出事業者責任を具体的に理解している事業者は極め

て少数。排出事業者責任徹底のため、排出事業者に対するきめ細かな指導を実

施するよう特に要望。 

ご意見として承る。 

2． 産業廃棄物処理業の健全な静脈産業としての発展に関する意見：９件  

（主な意見） 

・ 産業廃棄物処理業者の報告・公表制度について、処理業者の確実に処理する

能力や経営情報などを開示し排出事業者が業者を選択できるようにすべき。 

・ 優良事業者の育成には、まずは処理業者の公表制度と連動させ、優良業者に

対して許可更新手続きの簡略化などの優遇措置をはかるべき。 

 

 

「中間のまとめ」に対して賛同のご意見として承る。 

 

 

・ 処理業者の負担の増加を出来るだけ最小限にとどめるべき。 

・ 排出事業者が処理業者の財務諸表の開示を要求し、その利益のみを見て廃棄

物処理単価引下げに利用するといった事例もあり、公開情報の内容については

吟味が必要。 

・ 処理業者に、どの排出事業者のどのような廃棄物を何トン引き受けたかを報告さ

せ、都はそれを公表すべき。 

公表内容に関するご意見については、都が答申を踏ま

え具体的に制度を構築する際に参考にすべきご意見と

考える。 
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 ・ 産業廃棄物問題の根本的な解決策は、動脈産業である生産企業が自ら排出す

る産業廃棄物の処理処分を内部化することであって、産業廃棄物処理業の健全

な静脈産業の発展ではない。 

・ 不法投棄の未然防止には、行政の定期的な立入調査の実施とともに、処理業者

の社内管理体制や研修体制の整備、情報公開の推奨などの指導を充実させ処

理業者の自覚を促す必要がある。あわせて、住民の監視の目を活用すべき。 

ご意見として承る。 

 

 

3. その他の意見：27件  

 ・ 処理業者の報告・公表制度は、排出事業者が処理業者、収集運搬業者を選定

する際の参考となるので、是非近隣の自治体と連携を取り実施すべき。 

・ 他県許可業者に委託される量が圧倒的に多い東京の実態においては、他県許

可業者についての質的情報の提供が必要。 

 

答申案の「第４ 今後の課題」に、都が単独で制度を導

入しただけでは効果に限界があるとの記述を追加す

る。 

 

 ・ 岩手県では既に昨年より処理業者の格付け制度が始動しており、都でも格付け

を行い、その情報の公表すべき。 

・ 経済的なインセンティブの活用をもう少し研究し、マニフェストの不備や文書によ

らない契約等に対して、課徴金を徴収し、それを財源の一部にしたＩＴ化装備へ

の補助、ICタグやGPS利用システムの普及を図り、事業者の負担を軽減しつつ適

正処理に達することを目指すべき。 

・ 都内の医療機関等から排出される感染性廃棄物は、全量都内処理を義務付け、

八都県市等他地域からも積極的に受け入れるべき。 

ご意見として承る。 
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Ⅲ 廃プラスチックの発生抑制・リサイクルの促進について「中間のまとめ」に対する都民意見及び対応（案） 
 

 意見概要 対応（案） 

1. 発生抑制に関する意見：16件 

１－１ 東京都独自の具体策提案に関する意見について 

（主な意見） 

・ 最も重要なことは発生抑制であり、東京都独自の具体策を提案すべき。 

・ 東京から全国へ発信すべき。 

 

ご提案の趣旨を踏まえて、都が自ら発生抑制の施策を

行うべきことについて答申案に記述する。 

 

・ 法改正や環境教育以外で都の事業を通じて率先して取り組むべき。 

・ 新しい素材を考えるなど具体案の提案を望む。 

 

ご意見として承る。 

１－２ 法制化に関する意見について 

 ・ 3Rを推進する経済手法を法制化すべき。 

・ 発生抑制に関する条例を導入すべき。 

・ 一回用品規制、デポジット制度、プラスチック素材への課徴金など経済誘導の仕

組みを導入すべき。 

 

ご意見として承る。 

１－３ その他の意見 

 ・ リターナブルなガラス瓶などへの素材転換を図るべき。 

・ 具体的検討がなされた上で都民に向け分かりやすい説明を望む。 

・ 先ず企業が発生抑制を推進する産業活動を実行することが先決。 

 

ご意見として承る。 
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2．再利用に関する意見：３件 

 ・ ファーストフード店でプラスチックなどの長く使え、また洗浄できる商品開発すべ

き。 

・ 繰り返し使う容器に変更するよう使い捨て容器に課税すべき。 

・ リユースが定着するような経済的インセンティブが必要で、国に先駆けデポジット

制度など導入すべき。 

 

ご意見として承る。なお、リユースカップの事例について

は｢第3章２(2)事業者との連携による先進的な取組｣に

記述されている。 

3．マテリアルリサイクルに関する意見：７件 

３－１ 製品素材に関する意見について 

 ・ 製品素材の単一化や分離の容易な製品化などについては、規制措置なり、誘導

措置を実施すべき。 

・ 複合素材製品については、その生産・使用の抑制とあわせて素材転換を図るべ

き。 

 

ご意見として承る。なお、製品素材の単一化について

は｢第3章3(1)マテリアルリサイクルの一層の徹底｣にマ

テリアルリサイクル容易な製品設計を促すべきと記述さ

れている。 

３－２ 分別回収の徹底に関する意見について 

 ・ ＰＥＴボトルの回収率の改善には、ステーション回収を充実させる施策を検討する

べき。 

・ リサイクル可能な廃プラスチックが他の可燃ごみに混ざらないよう徹底的な分別

の実施が必要。 

 

ご意見として承る。なお、PETボトルの回収については

｢第3章3(1)マテリアルリサイクルの一層の徹底｣に区市

町村に都民が分別排出しやすくする工夫を働きかける

べきと記述されている。 



 6

 

３－３ その他の意見 
・ マテリアルリサイクルできるものは｢可燃ごみ｣としないという原則を立てるべき。 ご意見として承る。なお、マテリアルリサイクルの原則に

ついては｢第3章3(1)マテリアルリサイクルの一層の徹

底｣に記述されている。 

 

・ 審議会において一定の条件のもとで規制を緩和するなど民間事業者がマテリア

ルリサイクルしやすい途をつける議論すべき。 

ご意見として承る。 

4．サーマルリサイクルに関する意見：23件  

４－１ サーマルリサイクルの有効性に関する意見について 

（主な意見） 

・ 発生するエネルギーを電気として回収するという方向は、非常に時宜を得た適切

な判断。 

・ 廃プラスチックを積極的にサーマルリサイクルし、埋立処分を極力減らすべき。 

・ 処分場の延命化と枯渇する地球資源の有効利用として効果的。 
 

 

ご提案の趣旨は、「中間のまとめ」の内容と同様のご意

見として承る。 

・ 経済性や環境負荷度合を無視してマテリアルリサイクル中心に進められている現

在の廃棄物処理体系の方向転換に寄与する。 

 

ご意見として承る。 

 

・ 新たな処分場の確保が困難な上、埋立処分に膨大な公費がつぎ込まれている

現状ではサーマルリサイクルも最終的な選択肢の一つ。 

 

ご提案の趣旨は、「中間のまとめ」の内容と同様のご意

見として承る。 

４－２ リスクコミュニケーションに関する意見について 

 ・ サーマルリサイクルに対しては、徹底的な安全性の確認が必要。実施に際して

は、丁寧で時間をかけたリスクコミュニケーションを望む。 

 

ご提案の趣旨を参考として、都は安全性について丁寧

で分かり易い説明に努めるべきことを答申案に記述す

る。 
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４－３サーマルリサイクルの環境負荷に関する意見について 

（主な意見） 

・ ダイオキシンの濃度や総量は増大する、排ガスや廃水に有害なものが出る。 

・ 化学処理が増えて環境汚染物質は増え焼却コストが増大する。 

・ 二酸化炭素の排出により地球温暖化に拍車をかける。 

 

 

ご意見として承る。なお、サーマルリサイクルの環境負

荷の評価については｢資料5サーマルリサイクルの評価

一覧｣に記述されている。 

 

・ ＲＰＳ法の電気事業者買取り責任分は、ますますごみ発電により充足され、他の

新エネ促進の障害となる。 

ＲＰＳ法に規定された廃棄物発電の対象物はバイオマ

スであり、廃プラスチックは含まれない。 

４－４ その他の意見 
 ・ サーマルリサイクルを進めることには発生抑制の考え方に逆行するのではないか

という危惧がある。 

ご意見として承る。なお、発生抑制･リサイクルの考え方

については｢第2章発生抑制･リサイクルの基本的考え

方｣に記述されている。 

5．容器包装リサイクル法に関する意見：11件 

（主な意見） 

・ リサイクル費用を商品価格に含め公平な費用負担の制度にすべき。 

・ 法は完全に制度破綻をきたしているので、国に抜本的な法改正を迫るべき。 

・ 拡大生産者責任を明記すべき。 

・ 容器包装リサイクル法を改正し、拡大生産者責任に基づき、業界全体で真剣に

発生抑制に取組まざるを得ない仕組みをつくるべき。 

 

 

ご提案の趣旨は、「中間のまとめ」の内容と同様のご意

見として承る。 

 

・ プラスチックの原料に規制をかけるなどして、事業者はリサイクルに適したプラス

チック製品を開発するよう、法律で導くべき。 

・ プラスチックの処理費用を受益者ではなく行政（税金）で払うという矛盾を解決し

ない限り、廃プラの排出は進む。 

ご意見として承る。 
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6．有料化に関する意見：5件 

 ・ 分別の徹底をべースにして、ごみを減らせば負担も減らせるというインセンティブ

のはたらく制度とすべき。 

・ 確実にごみの排出が抑制されたり、あるいは住民の中にコスト意識が醸成された

という成果があがっているか疑問。 

・ 拡大生産者責任が確立していない中で、ごみの有料化を発生抑制の施策の柱

にするのは、現状では時期尚早。 

 

ご意見として承る。なお、現時点での有料化の取組状

況については｢第1章4廃プラスチックの発生抑制の現

状｣に記述されている。 

7. その他の意見：25件 

 ・ 答申が行政指導や条例化につながるように、達成期限や具体的内容をできるだ

け盛り込む。 

・ 廃棄物政策における意思決定と住民の日々のごみ出し行為を首尾一貫した説

明によって結びつけられるようにするための有効な手法として、ごみ区分の名称

の根本的見直しを望む(例えば、｢(燃やして)熱を利用するごみ｣など)。 

・ 都民への効果的な情報発信を望む。 

 

ご意見として承る。 

 



 
 
 

 
Ⅰ．産業廃棄物の適正処理の徹底について 

 

 

－ 答申（素案）－ 

 

 

 

 

 

 

資料２ 
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１ 東京の産業廃棄物                      

都内では、年間 2,522 万トン（平成 13 年度推計値）という大量の産業廃

棄物が排出されている。 

このうち、公共セクターにより、ほとんどが都内で中間処理＊される上下

水汚泥 1,338 万トンを除いても、排出量は 1,184 万トンに達する。このう

ち、建設廃棄物＊が約 80％を占めている。 

この 1,184 万トンの産業廃棄物は、脱水、破砕、焼却等により中間処理さ

れている。再生利用される量は 564 万トンとなっており、平成 9年度の 455

万トンから 24％増加し、最終処分量は 308 万トンから 217 万トンに減少し

た。 

これらの産業廃棄物は、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、東京都の域外で行われている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

第１章 産業廃棄物処理の現状と不適正処理の現状 

図１　産業廃棄物の処理・処分の流れ（平成13年度推計値） （単位：万トン）

総排出量 上下水汚泥
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2,522 1,338 5

直接
再生利用量 再生利用量
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その他の
排出量 中間処理量 中間処理後量

1,184 1,134 730

直接
最終処分量 最終処分量

26 217

公共セクターにより中間処理

脱水・焼却等

都外
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都内
41%

都内中間処理率

都内
23%

都外
77%

都内最終処分率

業種別 排出量内訳 
建設業：９６９万トン 
製造業：１７６万トン 
医療業：  ７万トン 

その他： ３２万トン 

業種別 最終処分量内訳 

建設業：１９３万トン 

製造業： １８万トン 

医療業：  ３万トン 

その他：  ３万トン 
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２ 不適正処理の現状                     

(1) 不適正処理の事例 

排出された産業廃棄物の大部分は、前述のように中間処理、最終処分

されるが、すべての産業廃棄物が適正に処理されているわけではない。 

国内では、青森・岩手県境の不法投棄事件※のような大規模なものか

ら、解体廃棄物＊の比較的小規模な投棄に至るまで、投棄量 10 トン以上

に限っても、年間 1,000 件前後の不法投棄事件が発生しており、平成 14

年度の不法投棄量は 32 万トンに達している。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。 

都内では、大規模な不法投棄事件は少ないが、無許可業者が複数の解

体業者等から建設廃棄物の処理を受託し、それを自己用地に野積みして

放置した例や、産業廃棄物処理業者＊が処理を受託した感染性廃棄物＊な

どを資金不足から自己用地に放置したまま行方不明になった例などが発

生している。いずれも、最終的には、都の指導・命令により、排出事業

者が廃棄物を撤去している。 

                             
※ 史上最大規模とも言われる青森・岩手県境の事件は、中間処理業者と最終処分業者が共謀して、27ha
の原野に燃え殻、汚泥、廃油など８８万? を不法投棄した事件である。投棄された産業廃棄物の中には、
首都圏から排出されたものが多く含まれていると言われている。 

 

※本集計は、1 件当たりの投棄量が 10 トン以上の事案を対象と

している。 
出典：環境省資料 

図２　産業廃棄物の不法投棄件数及び不法投棄量（全国）
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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

環境や自然環境に深刻な影響を及ぼすおそれが大きい。また、損なわれ

た環境を修復するには莫大なコストが必要となる。不法投棄は重大な環

境犯罪である。 

(2) 不適正処理の形態 

不法投棄等の不適正処理は、廃棄物の排出から収集運搬、中間処理、

最終処分に至るいずれかの段階で、産業廃棄物が違法なルートへ流出す

ることで発生する。 

解体廃棄物等を解体業者自身が不法投棄するケースも多いが、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って、不法投棄事

件につながることが少なくない。とりわけ、中間処理業者や最終処分業

者、保管・積替え＊施設を有する処理業者が、処理能力を超える産業廃

棄物を受け入れ、結果的に処理しきれない物を無許可業者に横流しする

例が多く見られる。 

 

３ これまでの施策                       

産業廃棄物の不法投棄等の不適正処理が多発する事態に対処するため、こ

れまで、度重なる廃棄物処理法の改正が行われ、不適正処理に対する罰則

の強化や排出事業者責任の強化などが図られてきた。 

また、都でも、東京都廃棄物処理計画＊において不適正処理の撲滅を目標

に掲げ、様々な施策に取り組んできている。 

(1) 廃棄物処理法による規制の強化 

これまでの廃棄物処理法の改正により、不適正処理に対する罰則が強

化され、現在では不法投棄を行った者に対する罰則は、５年以下の懲役、

1千万円以下の罰金（法人に対しては１億円以下の罰金）とされている。

また、平成１５年の法改正では、不法投棄行為が完了する前段の、不法

投棄行為に着手した時点で行為者を罰する未遂罪が創設された。さらに、

平成１６年の法改正では、不法投棄の罪を犯す目的で廃棄物を収集又は

運搬した者を罰する規定が創設された。 

排出事業者の責任も順次強化されてきており、平成１２年の廃棄物処

理法改正では、マニフェストによる最終処分までの確認を怠った場合や、

不適正な処分が行われることを知り得た等の場合に、排出事業者も不法
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投棄の原状回復措置命令＊の対象となるとの規定が設けられた。 

(2) 東京都の施策 

都は、都内の排出事業者及び都の許可を有する処理業者に対する指

導・規制・監視を行い、廃棄物処理法に違反した処理業者に対する取消

処分行政処分や廃棄物を放置した者や違法に委託した排出事業者に対す

る原状回復の措置命令などを、厳格かつ迅速に行っている。行政処分の

場合には被処分者の氏名等も公表している。 

さらに、産業廃棄物は都県境を越えて広域的に移動することから、産

廃Ｇメン＊を配置して、産廃スクラム２７＊や八都県市首脳会議＊の場を

通じて近隣自治体との連携による広域的な監視体制を強化している。 

そのほか、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

な取組を促進するための施策として、排出事業者や処理業者との間にエ

コトライ協定＊を締結してきている。 

産業廃棄物の適正処理を徹底するためには、都内での中間処理施設の

整備も重要であり、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、有害性又

は感染性を有し、適正な処理を徹底しなければならないＰＣＢ廃棄物＊

及び医療廃棄物＊については、スーパーエコタウン事業において全量都内

処理を目指しているところである。 

また、医療廃棄物の適正処理徹底に関しては、医療機関と処理業者が

連携して収集運搬から処分に至るまでの適正な処理システムの構築を目

指す医療廃棄物適正処理モデル事業＊や、東京都薬剤師会による在宅医

療廃棄物（使用済み注射針）の回収事業＊が開始されている。 

(3) なお後を絶たない不適正処理 

以上のような施策により、産業廃棄物が不適正に処理された場合の排

出事業者の責任が問われるようになってきており、排出事業者がそのよ

うなリスクを避けるために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。 

しかしながら、依然として、全国で年間 1,000 件近くの不法投棄事件

が発生している事実に変わりはなく、排出事業者及び処理業者全体に、

適正処理の意識と行動が浸透しているとは言い難い。 
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 排出事業者責任に基づく適正な委託方法 

 

 

 

 

 

＜排出事業者責任の具体的内容＞ 

●許可を有する処理業者へ委託 

●委託基準遵守（文書による契約等） 

●最終処分に至るまで、適正処理確保のために必要な措置 

●マニフェストの交付・管理（最終処分までを確認） 

●上記に違反した場合等には、不法投棄の原状回復措置命令の

対象 

 

【事業者の責任を定めた条文抜粋】 

第３条第１項  事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任におい
て適正に処理しなければならない。 

第１１条第１項 事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならない。 

第１２条第３項 事業者は、その産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合に
は、その運搬については・・・産業廃棄物収集運搬業者その他環境省
令で定める者に、その処分については・・・産業廃棄物処分業者その
他環境省令で定める者にそれぞれ委託しなければならない。 

   

 
 

 

環境省令で定める者とは、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物
のみを運搬・処分する者、都道府県知事の再生利用指定を受けた者、
環境大臣の再生利用認定又は広域認定を受けた者など。 

排出事業者 

委託 

処 分 業 者 
（その他環境省令で定める者を含む。）

委託 

収集運搬業者 
（その他環境省令で定める者を含む。）

図３ 廃棄物処理法における排出事業者責任 
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１ 不適正処理の主な要因                     

不法投棄等の不適正処理は、主として次のような要因が絡み合って発生す

る。 

(1) 排出事業者側の要因 

廃棄物処理法は、産業廃棄物処理に関する排出事業者責任を基本原則

としている。委託処理する場合にあっても、委託基準の遵守、マニフェ

ストの交付及び管理が義務付けられているだけでなく、当該産業廃棄物

について発生から最終処分が完了するまでの一連の行程において、処理

が適正に行われるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない

としている。 

しかし、排出事業者の中には、法に定められた適正処理の責任を自覚

せずに、中間処理施設の能力や最終処分場の容量を確認しないまま価格

優先で処理業者を選定し、産業廃棄物を引き渡した後は処理業者まかせ

という、安易な委託を行う者が多く見られる。 

(2) 処理業者側の要因 

数多い処理業者の中には、顧客獲得を優先するあまり、能力以上の処

理を請け負う者が少なくない。この場合、すべてを適正に処理できるは

ずがなく、無許可業者等に横流しする結果となる場合が多い。そもそも、

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になっているという実態がある。 

このため、排出事業者が信頼できる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。 

 

２ 今後の施策の方向                     

不適正処理の要因を断ち切り、産業廃棄物の不適正処理撲滅に向けた先駆

的な施策を展開していくことは、多数の排出事業者が所在する東京都の重

要な責務である。 

都は、今後、不法投棄や、それにつながる行為などに対する規制・監視を

第２章 今後の施策の方向 
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一層強化し、悪質な処理業者に対しては許可取消しなど、厳格な行政処分

を行うとともに、以下に述べるような方向を基本として、排出事業者・処

理業者に適正処理の徹底を求めていくべきである。 

(1) 排出事業者の社会的責任の徹底 

現在、法令遵守や環境への配慮、地域貢献など、企業の社会的責任

(CSR)＊に対する関心が高まっている。消費者などの利害関係者が企業活

動の社会的側面に一層の関心を持つようになってきた今日、社会的責任

を経営戦略の柱に据えていかなければ、経営は成り立たないとさえ言わ

れている。 

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、その社会的責任

の中核的要素のひとつである。特に、産業廃棄物を多量に排出する大企

業には、適正処理に向けた取組を産業界全体に拡げていくうえで、主導

的な役割を果たすことが求められる。 

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とともに、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

るべきである。 

(2) 産業廃棄物処理業の健全な静脈産業＊としての発展 

これまで産業廃棄物処理業界は、いわば「裏方」として日本の発展を

支えてきたが、社会の十分な理解や評価が得られてきたとは言い難い。

また、その事業に閉鎖的な面があり、経営基盤も弱かったことは事実で

ある。 

しかしながら、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である。 

産業廃棄物処理業は、これまでのイメージを払拭して、信頼性の高い、

健全な静脈産業の担い手として発展していかなくてはならない。その際

には「産業廃棄物処理」という名称についても考え直す必要があろう。 

都は、悪質な処理業者が市場から排除され、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

きである。 
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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      

産業廃棄物の適正処理を確保するためには、排出事業者の社会的責任の徹

底が重要である。排出事業者には、廃棄物処理法により最終処分に至るま

で適正な処理が確保されるよう取り組む義務があり、その取組の状況が広

く公表されることが必要である。 

個々の事業者の取組が広く公表され、社会的評価を受けることを通じて、

排出事業者の意識の向上が図られ、適正処理の確保に向けた取組が促進さ

れる。さらに、元請から下請へ、メーカーから部品納入業者へと、適正処

理徹底の意識が、産業界全体へ波及することが期待される。 

都は、これを具体化するために、産業廃棄物を多量に排出する事業者や、

不適正処理された場合に人の健康への影響が大きい特別管理産業廃棄物＊

を排出する事業者に対して、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、それを公表する制度を創設すべきである。

ただし、制度の趣旨にかんがみ、対象事業者以外についても、任意で参加

できる仕組みとする。併せて、効率的な立入検査を実施し、結果の概要も

明らかにしていくべきである。 

また、特に優れた取組については、他の事業者の参考となるよう広く紹介

していくとともに、表彰などを行うことも検討すべきである。 

（具体的な制度の例） 

① 対象事業者 

一定規模以上の産業廃棄物排出事業者、特別管理産業廃棄物排出事業者

を対象とする。特に、排出量が多い建設業や、感染性廃棄物を排出する病

院に関しては、より広い範囲の事業者を対象とする。 

② 報告及び公表の項目 

例えば、処理業者の選定方法や処理の履行状況の確認方法、社内及び下

請業者、部品納入業者等への教育など、適正処理の徹底を確保するための

取組とする。 

 

 

第３章 適正処理の確保に向けた新たな施策 
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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    

産業廃棄物処理業者が能力以上の処理を請け負い、無許可業者等へ横流し

する結果となるのを防止するため、中間処理施設、最終処分場及び保管・

積替え施設を有する処理業者に対し、その処理の状態を明らかにするよう

求めることが必要である。処理業者の処理の状態が公表されることにより、

処理業者に対する社会的信頼が高まるとともに、排出事業者が信頼性の高

い処理業者を選定することが容易となる。 

そのため、都は、中間処理施設、最終処分場及び保管・積替え施設を有す

る産業廃棄物処理業者に対して、搬入・搬出実績など処理の状態を確認で

きるデータを定期的に報告することを義務づけて、それを公表する制度を

創設すべきである。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、効率的な立入検査を実施し、結果の概要も明らかにしていくべき

である。 

なお、上記の制度の定着状況を踏まえた上で、施設を有しない収集運搬業

者について、適正処理を徹底させるための仕組みについて検討していくべ

きである。 

（具体的な制度の例） 

① 報告及び公表の項目 

搬入・搬出実績や廃棄物の保管状況、施設の稼働状況など、適正な処理

の状態を確認できるデータとする。 

② 報告の頻度 

排出事業者が適正処理の状態を定期的に確認することができる頻度（例

えば四半期ごと）とする。 

 

３ その他の新たな施策の検討                       

上記１、２の産業廃棄物の適正処理の徹底に向けた施策に加えて、産業廃

棄物処理の信頼性を向上させるために、次のような施策についても検討を

進めるべきである。 

(1) 優良事業者の育成 

上に述べた処理業者の産業廃棄物処理の状態を公表する制度は、法令

を遵守して適正な処理が行われているか否かを確認しやすくするもので

ある。この報告・公表制度の定着状況を見た上で、さらなる適正処理の
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徹底と信頼性の向上に向けて法令以上の取組を積極的に行っている優良

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である。

検討事項としては、第三者機関のあり方、評価項目、評価手法等があげ

られる。 

(2) 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、感染性廃棄物やＰＣＢ

廃棄物などの処理での先進的な取組の成果を見た上で、他への普及を図

って行くべきである。 

 

４ 今後の課題                          

(1) 広域的な仕組みの構築 

本答申の提言を実現することにより、排出事業者及び処理業者が果た

すべき責任と役割がより明確になり、適正処理の徹底に向けた大きな前

進が期待できる。が、 

しかし、産業廃棄物は都県を越えて広域的に処理されるため、都が単

独で制度を導入しただけでは効果に限界がある。自治体間の連携を進め

ることにより、その効果が一層発揮されるものと考えられる。都は、上

記１、２に述べた制度などについて、都は、制度の効果を一層発揮させ

るためにも、八都県市間の調整を図り、広域的な仕組みが構築されるよ

う努力していくべきである。 

併せて、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べき

である。 

(2) 今後の課題 

産業廃棄物の適正処理が徹底されない背景には、最終処分場が限られ

ている一方で、リサイクルルートがまだまだ十分に整備されていないと

いう事情もある。 

リサイクル品の需要拡大や新たなリサイクル技術の開発、リサイクル

施設の整備等を促進し、円滑なリサイクルシステムの実現を図ることが

重要である。 

併せて、適正処理を確保するための廃棄物処理法の規制とリサイクル

の推進を図るための各リサイクル法との整合を図り、廃棄物・リサイク

ル関連法の体系をがとれた法体系へ再構築していくことも必要であるこ
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とから、。 

都としても、今後、法制度に関する議論を深め、新たな法体系の確立

に向けて、国に積極的な提案を行っていくべきである。 



- 12 - 

このページは白紙です。 

 


	次第
	議事
	資料１　「中間のまとめ」に対する都民意見（概要）
	資料２　答申（素案）



