東京都環境白書 2017

３Ｒ・適正処理の促進と
「持続可能な資源利用」の推進
世界の資源消費量の増加により、温室効果ガスの排出など環境影響が増大しています。
東京では、廃棄物の最終処分量が2000（平成12）年度比で大きく減少する一方、超高齢化・人
口減社会の到来に伴いごみの分別や排出等に困難等が生じる懸念があるほか、今後想定される首都
直下地震等に対し、事前に処理体制を準備する必要があります。
都は、2030（平成42）年に実現する姿として、ライフサイクル全体を視野に入れた「持続可能
な資源利用への転換」と「良好な都市環境の次世代への継承」に向けた取組を進めるため、東京都
資源循環・廃棄物処理計画～Sustainable Design TOKYO～」
（計画期間：2016（平成28）年度か
ら2020（平成32）年度までの５年間）に掲げた施策を着実に実施していきます。

現状と課題

資源利用の現状
新興国等の経済成長により、世界全体の資源消

東京では膨大な量の資源・製品が流入し、消費さ

費量は今後更に増加する見込みです。これにより、

れ、廃棄物として排出されていますが、都内で生

天然資源の減少に加え、温室効果ガスの排出、生

じる環境負荷は資源循環全体から生じる環境負荷

物多様性の損失や森林の減少に代表される環境影

の一部でしかなく、都内に持ち込まれるまでに大

響が増大しています。

きな環境負荷を域外で生じさせています。さらに、

環境への影響を最小にし、持続可能な発展に貢

企業の本社機能の約４割が東京に集積しているこ

献するためには、資源利用の流れをライフサイク

とから、持続可能な資源利用に向けた大きな影響

ルやサプライ・チェーンで捉える対策を進めるこ

力を有しています。

とが重要であることから、世界では、あらゆる主
体が資源の利用に伴う社会的責任を果たすための
我が国は、消費する天然資源の多くを輸入に依

天然資源等13.9億㌧

25.6

取組を開始しています。
存する一方、一度使用した資源の再生利用（循環
的利用）量は低い水準にとどまっています。
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源の採取のほとんどが都の域外で行われています。

CO2

2.

その中でも東京は、使用される製品の生産や資

総物質投入量16.5億㌧

日本の物質フロー（2014年度）

東京都の廃棄物の現状

廃棄物とは、自ら利用したり、他人に売却することができないために不要になった固体・液体状
のものをいい、家庭ごみのほか、工場などでの事業活動で出るもの、建設工事に伴い排出されるが
れき類など多様なものを含みます。
廃棄物は、大きく一般廃棄物と産業廃棄物の２つに分けられます。産業廃棄物は、事業活動に
伴って生じた廃棄物のうち法令で定められた20種類を指します。一般廃棄物は、産業廃棄物以外の
廃棄物を指し、家庭から排出される家庭ごみ（家庭系一般廃棄物）とオフィスや飲食店などから排
なお、爆発性、毒性、感染性等の有害性を有するため、人の健康や生活環境の被害を生じるおそ
れのあるものが特別管理一般廃棄物と特別管理産業廃棄物に指定されており、通常の一般廃棄物や
産業廃棄物より厳しい基準で処理することとされています。
（ＵＲＬ）http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/resource/index.html

⃝廃棄物の処理責任
一般廃棄物を適正に処理する責任は、原則として区市町村にあります。そのため、区市町村は一
に、自区域内から排出された一般廃棄物を収集し、焼却などの中間処理を行った上で最終処分して
います。一連の処理のうち中間処理や最終処分については、各区市町村が単独で行うほか、一部事
務組合を設置して共同処理を行っている区市町村もあります。
一方、産業廃棄物は、排出事業者が自らの責任で処理するのが原則です。排出事業者が自らの産
業廃棄物を自分で処理できない場合には、産業廃棄物処理業者にその処理を委託することになりま
すが、委託後の廃棄物が適切に処理されるところまで、排出事業者としての処理責任を負わなけれ

廃棄物の分類
事業活動に伴って生じた廃棄物

家庭系一般廃棄物

事業系一般廃棄物

特 別 管 理 一 般 廃 棄 物
一般廃棄物
●家庭系一般廃棄物の例
●事業系一般廃棄物の例

生ごみ、紙ごみ、家具など
オフィスから出る紙ごみ、
飲食店から出る生ごみなど

産

業

廃

棄

物

特 別 管 理 産 業 廃 棄 物

環境施策の横断的・総合的な取組

ばなりません。

快適な大気環境、良質な土壌と
水循環の確保

般廃棄物処理計画を策定し、その計画に基づいて住民に廃棄物処理についての協力を求めるととも

自然豊かで多様な生きものと
共生できる都市環境の継承

出される産業廃棄物以外のごみ（事業系一般廃棄物）があります。

３Ｒ・適正処理の促進と
「持続可能な資源利用」の推進

廃棄物とは

スマートエネルギー都市の実現

３Ｒ・適正処理の促進と「持続可能な資源利用」の推進

産業廃棄物
●産業廃棄物の例
廃油、汚泥、コンクリート片など
●特別管理産業廃棄物の例 病院から出る感染性廃棄物、
PCB使用の廃コンデンサなど
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スマートエネルギー都市の実現
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都内の一般廃棄物の現状
2015（平成27）年度の東京都全体の一般廃棄
物排出量は約450万トンで、前年度より約３千ト

（2015（平成27）年度）

単位：万トン

３Ｒ・適正処理の促進と
「持続可能な資源利用」の推進

集団回収ごみ
28
（6％）

ン減少しました。このうち、区部からの排出量は
約332万トン、多摩地域からの排出量は約117万

持込ごみ
114
（25％）

可燃ごみ

トン、島しょ地域からの排出量は約１万トンと

不燃ごみ

なっています。

資源ごみ

一般廃棄物は、性状と処理の方法から、可燃ご

持込ごみ

源化される資源ごみ、持込ごみ、集団回収ごみに

集団回収ごみ

合 計
450

可燃ごみ
230
（51％）

粗大ごみ
8
（2％）
資源ごみ
58
（13％）
不燃ごみ
12
（3％）

粗大ごみ

み、不燃ごみ、粗大ごみ、分別収集により直接資

ます。

都内の一般廃棄物排出量の推移（資源ごみを含む。
）
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自然豊かで多様な生きものと
共生できる都市環境の継承

大別されますが、可燃ごみが全体の約51％を占め
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環境施策の横断的・総合的な取組

2015（平成27）年度

都内の一般廃棄物の流れ
単位：万トン
総資源化量
104

集団回収量
28

処理後再生利用量
18

資源ごみ量

処理残さ量
54

（持込ごみ含む）

59
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都内の一般廃棄物の種類別排出量

ごみ排出量

中間処理量
363
減量化量
309

（資源ごみ及び集団回収ごみを除く）

364

処理後最終処分量
36

（注）
各項目は四捨五入して
あるため、合計値が合
わない場合があります。

直接最終処分量
1

最終処分量
37

▪一般廃棄物の収集・中間処理・資源化

にリサイクルするエコセメント事業を実施し、エ

各区市町村では、ごみの種類ごとに収集する曜
日とエリアを定めて一般廃棄物を収集しています。

不燃ごみや粗大ごみは、それぞれ破砕や選別を
行い、資源を回収したうえで埋立処分しています。

紙、ペットボトルなどの資源ごみの回収を行って

エコセメント施設の全景
提供：東京たま広域資源循環組合

います。
可燃ごみは、衛生上、減量化の観点から全量を
焼却施設で焼却しています。
焼却後の焼却灰の一部については、東京23区清
掃一部事務組合では、土木・建設資材として有効
場でのセメント原料化に取り組んでいます。また、
東京たま広域資源循環組合では、全量をセメント

一般廃棄物の処理の流れ
収集・運搬

中間処理
●一部事務組合が実施。一部の市町村では単独で実施

【２３区】
東京都が管理する埋立
処分場

粗
大
ご
み

粗大ごみ破砕・
選別施設

発電、熱回収

可
燃
ご
み

【島しょ】
東京都島嶼町村一部事
務組合が管理する埋立
処分場など

焼却灰】
【【

不
燃
ご
み

２３区⇒スラグ・セメント原料
多 摩⇒エコセメント

不燃ごみ破砕・
選別施設

鉄・アルミ
など

鉄・アルミなど】
【【

鉄・アルミの地金にして
再利用

資源化施設

源

清掃事業は、区市町村の自治事務として、それ
ぞれの責任と創意工夫のもとに実施されています。

都は、各区市町村の清掃事業が円滑に実施でき
るよう、広域自治体としての立場で、相互の連絡
調整や技術的・財政的支援を行っています。
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▪区市町村の清掃事業に対する支援

環境施策の横断的・総合的な取組

リサイクル

焼却施設

資

【多摩】
東京たま広域資源循環
組合が管理する埋立処
分場など

快適な大気環境、良質な土壌と
水循環の確保

●区市町村が実施

最終処分

自然豊かで多様な生きものと
共生できる都市環境の継承

利用できる溶融スラグの生成や、民間セメント工

３Ｒ・適正処理の促進と
「持続可能な資源利用」の推進

また、リサイクルを促進するため、びん、缶、古

コセメント製品の普及を促進しています。

スマートエネルギー都市の実現

３Ｒ・適正処理の促進と「持続可能な資源利用」の推進
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都内の産業廃棄物の現状

▪建設廃棄物をめぐる課題

▪全国の６％を占める都内排出量

今後、高度経済成長期の前後に造られたインフ

３Ｒ・適正処理の促進と
「持続可能な資源利用」の推進

2015（平成27）年度における都内からの産業

ラや建築物の多くが一斉に更新期を迎え、がれき

廃棄物の排出量は2,370万トンで、全国排出量の

類などの建設廃棄物の発生量が急増することが予

６％に当たります。産業廃棄物は広域的に処理さ

想されます。

れており、中間処理については23％が、最終処分

建設廃棄物の不法投棄件数は、2015（平成27）

については89％が都外で処理されています。2015

年度は112件で、不法投棄全体の78％を占めてい

（平成27）年度の産業廃棄物の不法投棄件数は、

ます。不法投棄を発生させないための取組ととも

全国で143件、投棄量は約16.6万トンになってい

に、建設廃棄物のリサイクルを進める仕組みづく

ます。都内における不法投棄の確認事例は少ない

りが強く求められています。

自然豊かで多様な生きものと
共生できる都市環境の継承

ものの、都内から排出された産業廃棄物が他県で
不法投棄される例がみられます。

東京の産業廃棄物最終処分先

産業廃棄物の不法投棄件数及び不法投棄量の推移（全国）
投棄件数（件）
800

栃木
7

快適な大気環境、良質な土壌と
水循環の確保
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2
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投棄件数
投棄量

554

40
382

400

埼玉
14
都内
7

600

投棄量（万ｔ）

308
13.1

279

20.3
10.2

5.7

216

192

187

159

165

6.2

5.3

4.4

2.9

2.9

16.6
143

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

20

0

年度

※本集計は、
１件あたりの投棄量が10トン以上の事案を対象としている。
（出典）環境省資料

（2015年度）
単位 : 万トン

環境施策の横断的・総合的な取組

都内の産業廃棄物の種類別排出量
2015（平成27）年度
木くず 29(1%)
ガラス・コンクリート
・
陶磁器くず 58(2%)

都内の産業廃棄物の種類別最終処分量
2015（平成27）年度

その他 31(1%)
上水汚泥 44(2%)
金属くず 17(1%)

上水汚泥
2(3%)
下水汚泥
その他 3(5%)
6(10%)

混合廃棄物
31(1%)

がれき類
680(29%)

資 料 編

廃プラスチック
31(1%)
その他の汚泥
48(2%)

合計
2,370

建設泥土
243(10%)

混合廃棄物
13(21%)

下水汚泥
1,159(49%)

合計
61

がれき類
16(26%)

単位：万トン

建設泥土
5(9%)

その他汚泥
2(3%)

廃プラスチック
3(5%)
ガラス・コンクリート
・
陶磁器くず
11(18%)

単位：万トン
（注）各項目は四捨五入してあるため、合計値があわない場合があります。
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2015（平成27）年度

都内の産業廃棄物の流れ
単位：万トン

直接再生利用量
2( 0 %)
2( 0 %)
中間処理量
2,365(100%)
1,161(100%)
＊都内1,826〈77%〉＊都外539〈23%〉

直接最終処分量
3( 0 %)
3( 0 %)

処理後再生利用量
960(41%)
959(82%)

減量化量
1,347(57%)
150(13%)

処理後最終処分量
57( 2 %)
53( 5 %)

最終処分量
61( 3 %)
56( 5 %)
＊都内7〈11%〉 ＊都外54〈89%〉

○○量
中段は産業廃棄物全体の量
下段は上下水道汚泥を除いた量

注１ （ ）内は排出量に対する割合、
〈 〉内は都内：都外処理の割合を示します。
注２ 各項目量は四捨五入してあるため、
合計値が合わない場合があります。

23区内から排出される一般廃棄物、都内の中小

など、各種公害防止施設を設置し、管理・運営を
行っています。

企業者から排出される産業廃棄物、都の上下水道

さらに、処分場の早期安定化と地球温暖化対策

施設等から排出される廃棄物は、都が設置・管理

として、埋立処分場から発生するメタンガスを回

する中央防波堤外側埋立処分場と新海面処分場で

収し、発電に利用しています。2016（平成28）

埋立処分を行っています。

年度は、約1,640MWｈ発電しましたが、埋立処

中央防波堤外側埋立処分場の面積は199haで、

分場に隣接する臨港道路南北線橋梁整備などの影
響により、１月中旬から休止し、2019（平成31）

1998（平成10）年から廃棄物の埋立てを行って

年度に再開する予定です。
また、2011（平成23）年５月から処分場周辺

今後新たな埋立処分場を設置することは極めて

と埋立エリア周辺の空間放射線量、浸出水、処理

困難であるため、現在の最終処分場を可能な限り

水等の放射能濃度を測定し、その結果を都のホー

長期間使用できるよう、「廃棄物等の埋立処分計

ムページで公表しています。
（ＵＲＬ）http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/resource/

現在の推計では50年程度しか使用できません。
▪施設見学
▪埋立処分場の環境保全
埋立処分場は、廃棄物や浸出水が海へ流出する
のを防止するため、強固な護岸で守られています。

廃棄物の減量・リサイクルの促進には、都民の
理解と協力が重要です。
そのため、埋立処分場の実態を理解してもらう
よう施設見学会を行っています。小学生の社会科

ｍの覆土をする方式で行い、廃棄物の飛散防止や

見 学 を 中 心 と し て、2016（ 平 成28） 年 度 は 約

害虫の発生防止等に努めています。処分場から発

５万１千人の方々が処分場の見学に訪れました。

生する浸出水については、排水処理場で処理する

（ＵＲＬ）h ttp://www.kankyo.metro.tokyo.jp/resource/landfill/
index.html
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廃棄物の埋立は、廃棄物３ｍにつきおおむね50ｃ

環境施策の横断的・総合的な取組

画」により計画的に埋立処分を実施していますが、

快適な大気環境、良質な土壌と
水循環の確保

1977（昭和52）年から、新海面処分場319haで
います。

自然豊かで多様な生きものと
共生できる都市環境の継承

区部の最終処分場

３Ｒ・適正処理の促進と
「持続可能な資源利用」の推進

排出量
2,370(100%)
1,167(100%)

処理残さ量
1,018(43%)
1,011(87%)

再生利用量
962(41%)
961(82%)

スマートエネルギー都市の実現

３Ｒ・適正処理の促進と「持続可能な資源利用」の推進
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３Ｒ・適正処理の促進と
「持続可能な資源利用」の推進
自然豊かで多様な生きものと
共生できる都市環境の継承
快適な大気環境、良質な土壌と
水循環の確保
環境施策の横断的・総合的な取組
資 料 編
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３Ｒ・適正処理の促進と「持続可能な資源利用」の推進

多摩地域・島しょ地域の最終処分場
多摩地域で中間処理された一般廃棄物の処理残
さ及び不燃ごみについては、東京たま広域資源循
環組合などが設置・管理する最終処分場で埋立処
分（東京たま広域資源循環組合では不燃ごみのみ
埋立処分）を行っています。
また、島しょ地域で中間処理された一般廃棄物
の処理残さ及び不燃ごみについては、東京都島嶼
町村一部事務組合が設置・管理する最終処分場
（大島・八丈島）や小笠原村が設置・管理する最終
処分場（父島）などで埋立処分を行っています。

大島一般廃棄物管理型最終処分場の全景
提供：東京都島嶼町村一部事務組合

施

策

「持続可能な資源利用」の推進

都では、東京都における循環型社会形成のため

画を策定しています。

の基本計画として東京都資源循環・廃棄物処理計

計画期間

2016（平成28）年度から2020（平成32）年度まで（５年間）

計画目標１

資源ロスの削減

計画目標３

循環的利用の推進と最終処分量の削減

計画目標２

「持続可能な調達」の普及
・一般廃棄物の再生利用率

2020（平成32）年度

27％

2030（平成42）年度

37％

計画目標４
計画目標５

2020（平成32）年度

2012（平成24）年度比14％削減

2030（平成42）年度

2012（平成24）年度比25％削減

適正かつ効率的な処理の推進
災害廃棄物の処理体制

【計画の基本的考え方】
１

２

多様な主体との連携

【主要な施策】
資源ロスの削減
・食品ロス問題に取り組む企業やＮＧＯ／ＮＰＯ等と連携し、家庭や店舗等における消
費期限前の食材を効果的に消費するなどの取組を推進
・使い捨て型ライフスタイルの見直し（リユース容器、レジ袋対策等）など

施策２

エコマテリアルの利用と持続可能な調達の普及の促進
・建設工事におけるエコマテリアルの普及促進（持続可能な木材利用、再生砕石・再生
骨材コンクリート、建設泥土改良土の利用促進等）
・
「持続可能な調達」を中小企業を含め広く都内の事業活動に普及

施策３

廃棄物の循環的利用の更なる促進（高度化・効率化）
・区市町村と連携した事業系廃棄物のリサイクル（３Ｒ）のルールづくり

資 料 編

施策１

環境施策の横断的・総合的な取組

2030（平成42）年に向けて東京の資源循環・廃棄物処理が目指すべき姿
⑴持続可能な資源利用への転換
－地球規模の環境負荷等の低減に向けて、先進国の大都市としての責任を果たす－
⑵良好な都市環境の次世代への継承
－最適化された資源循環・廃棄物処理計画を目指す－

快適な大気環境、良質な土壌と
水循環の確保

・最終処分量（一般廃棄物・産業廃棄物計）

自然豊かで多様な生きものと
共生できる都市環境の継承

東京都資源循環・廃棄物処理計画の概要

３Ｒ・適正処理の促進と
「持続可能な資源利用」の推進

東京都資源循環・廃棄物処理計画

スマートエネルギー都市の実現
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３Ｒ・適正処理の促進と「持続可能な資源利用」の推進

・都市鉱山の活用（小型家電のリサイクル）
・焼却灰のリサイクル促進等による最終処分場の更なる延命化
・リサイクル・廃棄物処理システムの最適化に向けた制度の合理化等など

３Ｒ・適正処理の促進と
「持続可能な資源利用」の推進
自然豊かで多様な生きものと
共生できる都市環境の継承

施策４

廃棄物の適正処理と排出者のマナー向上
・区市町村への技術的支援の強化
・遺品整理、在宅医療廃棄物等、超高齢化・人口減社会に対応したごみ処理システムの
検討
・海ごみ対策、ごみの散乱防止・街の美化（主要繁華街で美化活動を推進）
・古紙持ち去りの根絶に向け、区市町村を支援
・廃家電等の違法処理を防止するため、不用品回収業者等への指導・健全なリサイクル
事業者の育成など

施策５

健全で信頼される静脈ビジネスの発展
・優良な処理業者が市場で優位に立てるよう、第三者評価制度を普及促進、排出事業者
に周知
・スーパーエコタウン事業に関する情報発信など

施策６

災害廃棄物対策
・首都直下地震等に備え、東京都災害廃棄物処理計画を策定

快適な大気環境、良質な土壌と
水循環の確保

資源ロス削減の促進
食品ロス対策

環境施策の横断的・総合的な取組

日本国内では、本来食べられるにもかかわらず

に向けた実行プラン〜」においても、
「2030年度

捨てられている、いわゆる食品ロスが年間621万

までに食品ロス半減を達成するための『食品ロス

トン発生しています。これは、1,300万人の東京

削減・東京方式』を確立」することを2020年度

都民が１年間に食べる量に匹敵する膨大な量です。

目標として設定し、
「東京都食品ロス削減パート

この中には、流通段階で賞味期限前に廃棄される

ナーシップ会議」を設置するほか、防災備蓄食品

食品や飲食店における食べ残しなどによる食品ロ

の有効活用の仕組みづくりを進めています。また、

スが339万トンも含まれています。

先進的な取組を行う企業等と連携したモデル事業

また、都では2013（平成25）年４月に施行さ

の推進や、九都県市の外食店舗及び家庭における

れた東京都帰宅困難者対策条例により、事業者に

食べきりを促す「食べきりげんまんプロジェクト」

３日分の食料備蓄が努力義務とされましたが、今

の実施など、食品ロス削減に向けた施策に取り組

後、備蓄食料の更新に伴う食料廃棄の増加も予想

んでいます。

されます。

資 料 編
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「都民ファーストでつくる『新しい東京』〜2020年

Close-up
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防災備蓄食品の有効利用に向けて

持続可能な資源利用を推進するためには、ごみ
になるようなものを買わない、もらわないことや、

しや資源ロスを生まない流通に資する取組などを
推進していきます。
レジ袋の削減推進については、平成29年度から
具体的な取組を進めます。例えば、スーパー、コ

て、身近なところから使い捨て型のライフスタイ

ンビニ等の販売事業者、消費者代表、区市町村な

ルを見直していくことが重要です。

どによる協議会を設置し、2020（平成32）年度

そのため、都は、九都県市の「九都県市容器包

のレジ袋無償配布ゼロに向けて、協議を進めます。

装ダイエット宣言」等による容器包装廃棄物の削

また、エコバッグ持参の呼びかけなどキャンペー

減や現状では多くが使い捨てされているレジ袋の

ンによる普及啓発を実施して、都民にライフスタ

削減を推進し、使い捨て型ライフスタイルの見直

イルの転換を促します。

環境施策の横断的・総合的な取組

再使用や長期使用を考慮した消費行動などを通じ

快適な大気環境、良質な土壌と
水循環の確保

使い捨て型ライフスタイルの見直し

都民への配布の様子

自然豊かで多様な生きものと
共生できる都市環境の継承

防災備蓄用クラッカー

が近づいた約32万食のアルファ化米等を都内
約600の社会福祉法人やフードバンク、こども
食堂等に寄贈しました。さらに、約35万食の
クラッカーやアルファ化米を、防災備蓄の重要
性と併せ、食べ物の大切さを認識していただく
きっかけづくりとして、イベント等で都民や団
体等に配布しました。
今後も引き続き、防災備蓄食品を廃棄せず有
効活用できるシステムの構築に取り組んでまい
ります。

３Ｒ・適正処理の促進と
「持続可能な資源利用」の推進

賞味期限を迎えた防災備蓄食品は、これまで
廃棄されることがほとんどでした。また、東日
本大震災以降に備蓄された食品が今後更新時期
を迎えるにあたり、ますます多くの備蓄食品が
廃棄されると予想されます。
そこで、環境局は、2016（平成28）年度に
民間事業者と連携し、賞味期限前の防災備蓄食
品を福祉施設等に寄贈するほか、賞味期限切れ
のものについては飼料等にリサイクルするモデ
ル事業を実施しました。本事業では、賞味期限

スマートエネルギー都市の実現

３Ｒ・適正処理の促進と「持続可能な資源利用」の推進

エコマテリアルの利用促進
東京では、建築物の建設に伴う型枠用合板の消
費が多いことから、環境等に配慮したコンクリー

ト型枠用合板を普及させるなど多摩産材を含む国
産材や森林認証木材の利用を促進し、違法伐採木
材・非持続可能な木材の排除を進めていきます。

資 料 編

木材の持続可能な利用促進
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国産材型枠用合板の使用

におけるエコマテリアルの利用促進のため、需要
減少への対応、品質の確保、廃棄物由来であるこ

３Ｒ・適正処理の促進と
「持続可能な資源利用」の推進

とによる忌避感の解消などの課題がある再生砕石
について、その品質に関する基準及び製造する施
設に対する認証、普及啓発による利用拡大に向け
た支援を実施しています。

持続可能な調達の推進
東京2020大会を契機に、
「持続可能な消費と生

自然豊かで多様な生きものと
共生できる都市環境の継承

産」を広く都内の事業活動や都民の消費行動に普
及させるため、公共調達や民間調達における「持

再生資材の利用促進

続可能な調達」を定着させていきます。

建設副産物対策を総合的かつ計画的に行うた

再生資源をはじめとする低炭素・自然共生・循

め、「東京都建設リサイクル推進計画」及び「東京

環型の資源の利用を促すとともに、中小企業が

都建設リサイクルガイドライン」を策定していま

「持続可能な調達」に取り組みやすいよう的確に情

す。その中で、再資源化の考え方や手続きなどを
快適な大気環境、良質な土壌と
水循環の確保
環境施策の横断的・総合的な取組
資 料 編
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また、2017（平成29）年５月より、建設工事

明らかにすることにより、コンクリート塊、建設
泥土等の建設副産物の再生利用を促進し、再生資

報を発信していきます。
コンゴ民主共和国のコバルト鉱山で
鉱石の選定をする子供たち

材が建設資源として積極的に選ばれる資源循環を
促進します。
再生骨材コンクリート

©Amnesty International

廃棄物の循環利用の更なる促進
事業系廃棄物のリサイクル促進

に、2009（平成21）年度から2011（平成23）年

紙くずなどの一般廃棄物のほか、廃プラスチック類、 度には、江東区、八王子市とともに国の使用済小型
金属くず、ガラスくずなどの産業廃棄物が排出され

電子機器回収モデル事業に参加しました。

ます。これらの廃棄物は、適切に分別すれば資源と

また、
「使用済小型電子機器等の再資源化の促進

して利用できますが、都内の事業系施設では、保

に関する法律（小型家電リサイクル法）
」の施行に

「使用済小型電
管スペースが狭い等の理由により、３Ｒ（Reduce、 先駆け、2012（平成24）年度に、
子機器リサイクル促進のための検討会」を設置し、

況です。循環型社会を構築するためには、事業系

小型電子機器リサイクル促進策の考え方を取りまと

廃棄物の３Ｒを更に推進する必要があります。

めました。

そのため、東京都と区市町村が連携し、現場実

さらに、東京2020大会のメダル製作に役立てる

態を踏まえた事業系廃棄物の３Ｒルールづくりに

ため、新宿区と連携し、2017（平成29）年２月より

取り組んでいきます。

都庁舎において小型電子機器等の回収を開始しまし
た。回収した小型電子機器は、大会組織委員会によ

使用済小型電子機器にはレアメタルなどの有用金
属が使われているため、都は、それらの有用金属の
リサイクルに取り組んでいます。2008（平成20）

Close-up

4

る「都市鉱山からつくる！みんなのメダルプロジェ
クト」に提供します。
都は、今後も関係者と連携して、使用済小型電子
機器のリサイクル促進に取り組んでいきます。

使用済小型電子機器のリサイクル促進

環境施策の横断的・総合的な取組
資 料 編

東京2020大会のメダル製作に向けて、ぜひ
国内で廃棄される家電製品やＩＴ機器には、
有用金属が多く含まれており、特に都市部に集 ご協力ください。
中していることから、「都市鉱山」と呼ばれて
都庁舎における回収開始セレモニー
います。例えば、携帯電話やデジタルカメラに
（2017（平成29）年2月16日）
は、金、銀、銅が含まれています。これらの
金、銀、銅を回収して、東京2020大会の入賞
メダルにすることを目的とした「都市鉱山から
つ く る！ み ん な の メ ダ ル プ ロ ジ ェ ク ト 」 が、
2017（平成29）年４月、大会組織委員会によ
り開始されました。
都は、新宿区の協力を得て、2017（平成29）
年２月より先行して、都庁舎において使用済み
小型電子機器等を受け付け、このプロジェクト
に提供しています。このプロジェクトを契機と
して、大会に向けた都民の参加気運を高めると
ともに、今後も使用済小型電子機器のリサイク
ル促進に取り組んでいきます。

快適な大気環境、良質な土壌と
水循環の確保

使用済小型電子機器のリサイクル促進

自然豊かで多様な生きものと
共生できる都市環境の継承

Reuse、Recycle）が必ずしも十分とはいえない状

３Ｒ・適正処理の促進と
「持続可能な資源利用」の推進

オフィスビルや商業店舗等の事業系施設からは、

年度に、携帯電話の回収実験を実施したのを皮切り

スマートエネルギー都市の実現
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３Ｒ・適正処理の促進と「持続可能な資源利用」の推進

Close-up

5

先進的な事業者と連携した「持続可能な資源利用」の推進

都は、2016（平成28）年3月に策定した「東
ルートの最適化により、その効果を検証し
京都資源循環・廃棄物処理計画」の中で、2030
たところ、総走行距離を21～22％、総走
年の東京の資源循環が目指すべき姿として「持
行時間を7～30％削減できることが判明
続可能な資源利用への転換」を掲げ、それを実 ④サンプル品・不用品・端材等を活用するデザ
現するため、ⅰ）資源ロスの削減の促進、ⅱ）
インループの構築事業
エコマテリアルの利用の促進、ⅲ）廃棄物の循
（提案者：株式会社サティスファクトリー）
環的利用の更なる促進を図るための先駆的な取
＜概要・成果＞
組を広く民間事業者等から公募し、都と共同し
○ 企業からのサンプル品等の回収、大学
てモデル的に実施する事業（以下「モデル事業」
生向けのデザインワークショップ開催、
という。
）を展開しています。
回収したサンプル品等を用いた小学校へ
・参考 2016
（平成28）
年度に実施したモデル事業
の環境教育教材（エコクラフトパック）提
【資源ロスの削減の推進】
供というデザインループを構築
①「ふくのわプロジェクト～古着の回収でパラ
○ 様々な業種の7社から、本来は捨てら
スポーツを応援！～」を通じた資源の効率的
れていたサンプル品等を提供（回収ボッ
な回収方法の確立
クス（中； 約87L）17個分、回収ボック
（提案者：株式会社産業経済新聞社）
ス（大；約113L）1個分）
＜概要・成果＞
○ 都内4つの小学校でエコクラフトパック
○ 年間約100万トン超が廃棄処分されて
を利用した授業を実施
いる古着等について、宅配便または都内 ⑤イベントの3R対策と循環型街づくりの意識啓
の企業・学校等を拠点とした効率的な回
発事業
収方法を構築
（提案者：レコテック株式会社）
○ リユース業者への売却益を障害者ス
＜概要・成果＞
ポーツ（パラスポーツ）の支援団体へ寄付
○ 国 連 大 学 前 で 開 催 さ れ るFarmer’ s
 ⇒約6000kg超の古着を回収し、約22万
Marketに お い て イ ベ ン ト「Rethink
円をパラスポーツの支援団体へ寄付
Waste」を 実 施（1/21,22）
。 イ ベ ント
（平成28年10月～平成29年1月末）
関連ごみを12分別・計量して発生量を見
②物流センターを利用して防災備蓄食品を減量・
える化したところ、リサイクル率約80％。
リサイクルし、食品ロス削減に寄与する事業
○ 各現場の計量器データを収集、Google
（提案者：一 般社団法人食品ロス・リボーンセ
マップ上に逐次表示させるとともに、地
ンター）
域別、発生元別、廃棄物種類別等のソー
＜概要・成果＞
ティング、集計等を行えるシステムを開
○ 都内で主に自治体が保管している、賞味
発。これにより収集運搬の効率化ととも
期限が 迫った防災備蓄食品等（5,464箱
に、ロットの確保により資源として捉え
（約52トン）
）を回収し、賞味期限まで余裕
ることが可能になり、新しいビジネスの
のあるものは、社会福祉法人、こども食
創出を期待
堂、フードバンク及び炊き出し団体等へ寄 ⑥東京都スーパーエコタウン連携における残渣
贈（4,997箱（約47トン）を674施設へ）
物広域資源化プロジェクト
○ 賞味期限が切れた食品は飼料化（467
～処理残渣物を用いた人工粘土（セメント原
箱（約5トン）
）
料）の製造実証～
○ 提供された全ての防災備蓄食品が焼却
（提案者：成友興業株式会社）
された場合と比較すると、二酸化炭素の
＜概要・成果＞
排出量は3,320㎏削減されたものと推計
○ 建設混合廃棄物の選別処理で生じた残
【廃棄物の循環的利用の更なる促進】
渣物を洗浄処理した上で、人工粘土の最
③環境負荷低減と経済性向上のためのITを駆使
適な製造方法を実証
した次世代型廃棄物資源物流網の構築
○ 得られた人工粘土はセメント施設の受
（提案者：白井グループ株式会社）
入基準を満足する品質であることを確認
＜概要・成果＞
○ コスト試算では1.2~1.5万円/t（運搬
○ 自由が丘を中心とするエリアにおいて、
費 込 ） と、 そ の 他 の リ サ イ ク ル 利 用
収集運搬業者3社が連携して収集するた
（1.4~1.5万円/t（運搬費込）
）と同等（な
めに必要な基礎情報を取得
お、最終処分は約3万円/t）
○ IT配 車 シミュレ ーションによる 収 集

静脈ビジネスの発展及び廃棄物の適正処理の促進

優良な取組を行う処理業者の評価制度
産業廃棄物の適正処理を更に推進するためには、

棄物の処理に対する社会的な理解と信頼性の向上
を図っています。

排出事業者が信頼性の高い処理業者を選択できる

制度の目的は次のとおりです。

仕組みを構築し、優良な処理業者を育成していく

①排出事業者への信頼できる処理業者情報の提供

ことも必要です。

②優良な処理業者の育成と適正処理の推進

められた義務以上の優れた取組を行っている処理

③健 全な産業廃棄物処理・リサイクルビジネス
の発展

業者について、行政から独立した第三者機関が専

この制度により認定された事業者を「産廃エキ

門的かつ客観的に評価する制度を導入し、産業廃

スパート」
・
「産廃プロフェッショナル」と言います。

産業廃棄物処理業者の任意の申請に基づき、適正処理、資源化及び環境に与える負荷の少ない取
組を行っている優良な業者を、第三者評価機関として都が指定した公益財団法人東京都環境公社が
評価・認定する制度です。
産廃エキスパート（第一種評価基準適合業者）は、業界のトップランナー的業者、産廃プロ
フェッショナル（第二種評価基準適合業者）は業界の中核的役割を担う優良業者です。
現在の認定業者は249社（2017（平成29）年４月１日現在）です。
提供に取り組んでいきます。

環境施策の横断的・総合的な取組

都は今後も、優良な処理業者の育成と適正処理の推進、排出事業者に信頼できる処理業者情報の

快適な大気環境、良質な土壌と
水循環の確保

優良性基準適合認定制度

自然豊かで多様な生きものと
共生できる都市環境の継承

都は、2009（平成21）年10月から、法令で定

３Ｒ・適正処理の促進と
「持続可能な資源利用」の推進

静脈ビジネスの発展
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自然豊かで多様な生きものと
共生できる都市環境の継承
快適な大気環境、良質な土壌と
水循環の確保
環境施策の横断的・総合的な取組
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Close-up

6

スーパーエコタウン事業の推進

都は、首都圏における廃棄物問題の解決と環境産業の立地を促進し、循環型社会への変革を推進
することを目的に、国の都市再生プロジェクトの一環として、
「スーパーエコタウン事業」を行って
います。同事業は、臨海部の都有地に廃棄物処理・リサイクル施設を整備するものです。
現在、ＰＣＢ廃棄物処理施設、ガス化溶融等発電施設、建設混合廃棄物リサイクル施設（２施
設）
、食品廃棄物リサイクル施設（３施設）
、廃情報機器類等リサイクル施設（２施設）
、がれき
類・建設泥土リサイクル施設、廃タイルカー
東京臨海部
ペットのリサイクル施設、埋設廃棄物リサイク
ル施設（２施設）の13施設が稼働しています。
施設の公開については、施設ごとに対応して
中央防波堤内側埋立地
いますが、都では最先端の環境技術を取り入れ
た廃棄物処理及び再資源化について理解を深め
てもらうとともに、情報を広く発信するため、
一般都民を対象としたスーパーエコタウン事業
施設見学会を開催しています。
お申込み先：公益財団法人東京都環境公社見学係
電話03-3570-2230
http://www.tokyokankyo.jp/
・建設混合廃棄物リサイクル施設
大田区
kengaku/ecotown.html
・その他のリサイクル施設
城南島
（約7ヘクタール）
（ＵＲＬ）http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/resource/recycle/
super_eco_town/index.html

廃棄物の適正処理とマナー向上
産業廃棄物に係る報告・公表制度
産業廃棄物を排出する事業者は、排出した産業
廃棄物を適正に処理する責任があります。
また、産業廃棄物の処理を受託する処理業者は、

正処理を確保するための取組や受託した産業廃棄
物の処理状況について、知事に報告することを義
務付け、その内容を環境局ホームページで公表す
る、報告・公表制度を2005（平成17）年９月に

受託した産業廃棄物を適正に処理しなければなり

開始しました。この制度により、排出事業者の意

ません。

識の向上と処理業者の処理の透明化による、適正

そこで、都は、東京都廃棄物条例を改正し、産
業廃棄物の排出事業者及び処理業者に対して、適

処理・リサイクルの徹底を図っています。
（ＵＲＬ）http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/resource/industrial_
waste/notification/publication/index.html

産業廃棄物に係る報告・公表制度
【排出事業者】
☆制度のねらい
排出事業者の適正処理確保に向けた取組を促進

【処理業者】
☆制度のねらい
処理業者の処理の透明化を促進

・取組への社会的評価
・意識の向上、
取組の促進
○建設業
（資本金3億円超）
○製造業
（300人以上の工場）
○病院など

【取組を年1回報告】
①基本方針と組織体制
②適正な委託処理の確保
・処理業者の選定方法
・履行状況の確認方法
③資源化率と資源化の内容

報 告

【処理状況を年２回報告】

東
京
都
報告内容を公表
環境局の
ホームページで
公表

④再生資源の利用状況

②搬入量・保管量・処分量・搬出量
③使用車両の延べ台数
④再生資源の利用状況
⑤保管場所、
処分場所の現況（写真）など

⑤ホームページなどでの情報の
公開状況 など

①マニフェストの使用状況

３Ｒ・適正処理の促進と
「持続可能な資源利用」の推進

☆対象となる処理業者
（約850）
○積替え保管を行う収集運搬業者
○処分業者

☆特定排出事業者(約1,050）

スマートエネルギー都市の実現
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アクセス

古紙持ち去り問題対策

用の絶縁油等に使用されていました。1968（昭和

都は、古紙回収業者、古紙問屋、製紙メーカー

43）年のカネミ油症事件を契機にＰＣＢ汚染が問

等の古紙業界代表、区市町村とともに、「古紙持ち

題となり、1972（昭和47）年に製造が中止され

去り問題対策検討協議会」を2010（平成22）年

ました。
ＰＣＢ廃棄物には、1972（昭和47）年以前に作

持ち去り問題根絶に向けた取組」を取りまとめま

られた高濃度（5,000ｍｇ／ｋｇ超～）のものと、

した。2012（平成24）年度からは、区市町村、

その後混入が判明した極めて低濃度である微量（濃

警視庁及び古紙業界代表が一堂に会し、古紙持ち

度0.5超～100ｍｇ／ｋｇ程度）のものがあります。

去り対策の情報を東京都全体で共有することを目

高濃度のＰＣＢ廃棄物は、全国に５か所ある中
間貯蔵・環境安全事業株式会社で化学分解処理を

を開催しています。また、資源物持ち去り禁止条

し、微量のＰＣＢ廃棄物は全国39か所（2017（平

例の制定を目指す自治体への技術的支援を行って

成29）年７月現在）の無害化処理施設等で焼却等

います。2013（平成25）年度からは、区市町村

による処理をすることとなっています。

と地域が連携した取組に対して補助を行うことで、

法律では、保管中のＰＣＢ廃棄物について毎年

区域内外への波及効果の高い取組を支援しており、

都道府県市へ届けるよう定められています。都で

今後も引き続き必要な情報共有を積極的に行うな

は、これに加え使用中のＰＣＢ機器についても届

ど、持ち去り対策に協力して取り組んでいきます。

出をいただき、適正な管理をお願いしております。

（ＵＲＬ）http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/resource/general_
waste/koshi-mochisari.html

高濃度ＰＣＢ廃棄物の処理においては、国と都
道府県が出えんして造成された基金により、中小
企業等を対象として、処理費用の７割が軽減され

ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ）は、化学的に安

る措置が講じられていますが、廃棄物の収集運搬

定している、絶縁性が良い、不燃性であるなどの

費用は軽減措置の対象外であるため、都では、収

性質を有する物質であり、変圧器やコンデンサー

集運搬費についても、その一部を補助する制度を

資 料 編

ＰＣＢ廃棄物の適正処理

環境施策の横断的・総合的な取組

的とした「古紙持ち去り対策に関する情報交換会」

快適な大気環境、良質な土壌と
水循環の確保

11月に設置し、2011（平成23）年6月に「古紙

自然豊かで多様な生きものと
共生できる都市環境の継承

都民・事業者等
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2017（平成29）年８月に開始しました。
また、都では、微量ＰＣＢ廃棄物についても、
分析費用と処理費用の半額程度（限度額あり）を

の処理を促進しています。
（ＵＲＬ）http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/resource/industrial_
waste/pcb/index.html

３Ｒ・適正処理の促進と
「持続可能な資源利用」の推進

微量ＰＣＢ汚染機器処理経費補助
ＰＣＢを使用していないはずの変圧器等の電気機器にも微量ＰＣＢ（濃度0.5～100ｍｇ／ｋｇ程
度のＰＣＢ）が含まれていることが判明しました。これらの電気機器は全国に120万台あると推定
され、使用を終えた微量ＰＣＢ廃棄物の増加が
社会的に大きな問題となっています。

自然豊かで多様な生きものと
共生できる都市環境の継承

このため、国は既存の焼却施設を活用した微
量ＰＣＢの無害化処理施設を認定する制度を創
設し、2017（平成29）年７月現在、全国で34
施設が認定されています。また、廃棄物処理法
に基づく処分業の許可施設が５か所あります。
都は、中小企業者の負担を軽減し、処理を促進
するため、2011（平成23）年９月に微量ＰＣＢ

快適な大気環境、良質な土壌と
水循環の確保

廃棄物処理費用の助成制度を開始し、ＰＣＢによ

・微量ＰＣＢの含有が確認された絶縁油
助成対象 ・微量ＰＣＢ絶縁油が封入されたドラム缶
廃 棄 物
等容器
・微量ＰＣＢ絶縁油が封入された変圧器等
助
成 都内に微量ＰＣＢを所有している個人・中
対 象 者 小企業等
・電気機器から微量ＰＣＢ汚染絶縁油の抜
助
成
取りに要する経費
対象経費 ・微量ＰＣＢ廃棄物の運搬経費
・微量ＰＣＢ廃棄物の処分経費
助 成 額

汚染のない絶縁油・電気機器の処理経費と
の差額の２分の１（上限あり）

助成期間 2011年度から2020年度まで
※分析費用についても、12,500円を限度に半額補助を行っています。

る環境汚染リスクの軽減を図っています。

水銀の適正処理

また、都は、水銀血圧計や体温計、蛍光ランプ、

環境施策の横断的・総合的な取組

水銀は有害物質であり、環境中への人為的な排

ボタン電池など水銀使用製品について、代替製品

出を可能な限り防止する必要があります。このた

への転換、水銀使用量の削減並びに水銀含有廃棄

め、水銀による環境汚染や健康被害を防ぐための

物の回収及び適正処理を一層進めています。また、

「水銀に関する水俣条約」が2013（平成25）年

水銀含有廃棄物の適正処理に取り組む区市町村の

10月に採択されました。

支援を行っています。

我が国では、これまでの官民による取組により、
現在は、水銀による国内局地汚染は発生していま
せんが、いまだ血圧計や蛍光ランプ等の水銀使用
製品が多く流通しています。
水銀の環境汚染を未然に防止するためには、水
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補助する制度を行っており、都内のＰＣＢ廃棄物

在宅医療廃棄物の適正処理
高齢化社会の進展と医療技術の進歩により、在
宅医療は年々増加し、家庭から排出される在宅医
療廃棄物は、排出量、種類とも増加しています。

銀使用製品の製造・使用・処理の各段階での取組

都は、2012（平成24）年12月に「在宅医療廃棄

が必要であり、そのため、水銀使用量の多い血圧

物の適正処理に関する検討会」を設置し、2013

計について、東京都医師会及び製造事業者と連携

（平成25）年11月に検討結果を取りまとめました。

し、廃棄時の注意を明示したラベルの表示を推進

また、関係団体等との協働的な取組を進めるため、

する取組を行っています。

2013（平成25）年度からは、関係団体、区市町

村 と の 意 見 交 換 会 を 開 催 し て い ま す。 さ ら に、

は海岸漂着物対策を重点的に実施する地域や各主

2014（平成26）年度から、区市町村と地域が連

体の相互協力や役割分担を示した地域計画を策定

携した取組に対して補助を行うことで、区域内外

することとなりました。
都では、地域計画として、
「小笠原諸島における

も引き続き、関係団体・区市町村と連携して取り

海岸漂着物対策推進計画」及び「伊豆諸島におけ

組んでいきます。

る海岸漂着物対策推進計画」を策定し、この計画

（ＵＲＬ）http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/resource/general_
waste/medical_waste.html

海岸漂着物対策

に基づき、海岸管理者、地元自治体、都及びＮＰ
Ｏ等が連携して、海岸漂
着物対策に取り組んでい
ます。あわせて、本土部

ことを目的とした「美しく豊かな自然を保護するた

における発生抑制・普及

めの海岸における良好な景観及び環境の保全に係

啓発対策にも取り組んで

る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律（通

いきます。

称：海岸漂着物処理推進法）
」が2009（平成21）
年７月に施行されました。これにより、都道府県

都では、海ごみの発生抑制に係る普及啓発用ツールとして、東京とニューヨークの子供達ととも
に海ごみ問題を学び考えるショートムービーを作成しました。
＜概要＞
・東京の小学生（江戸川区立平井小学校４年生）と、ニューヨークの小学生（ニューヨーク市立
ブルックリン区第15小学校４年生）が、それぞれ海ごみ問題を学び、自分たちが出来ることを考
え意見交換を行ったムービーです。
・ムービーには海ごみ問題についてのわかりやすい解説がついており、東京とニューヨークの子
※YouTube
「予告編（40秒）」https://youtu.be/XDAGRKUEBTg
「本

編（30分）」https://youtu.be/XAp35bK3F7k

環境施策の横断的・総合的な取組

供達とともに海ごみ問題を学び考えていくことができます。

快適な大気環境、良質な土壌と
水循環の確保

海ごみについて学ぶ「ショートムービー」を作成しました。

自然豊かで多様な生きものと
共生できる都市環境の継承

海岸漂着物の円滑な処理及び発生の抑制を図る

３Ｒ・適正処理の促進と
「持続可能な資源利用」の推進

への波及効果の高い取組を支援しています。今後

スマートエネルギー都市の実現

３Ｒ・適正処理の促進と「持続可能な資源利用」の推進
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３Ｒ・適正処理の促進と「持続可能な資源利用」の推進

不法投棄等の不適正処理防止に向けた対策の実施
不法投棄対策
産業廃棄物は広域的な処理が認められています
が、これにより県境を越えて移動した廃棄物が不
法投棄されるなど、不適正処理される事例が後を

イバーが、業務走行中に不法投棄現場を発見した
場合、関係自治体へ直接通報する仕組みをつくる
など取組を一層強化しています。
産業廃棄物運搬業者を指導する産廃Ｇメン

絶ちません。
都は、2000（平成12）年度から「産業廃棄物
不適正処理防止広域連絡協議会」を設置し、また、
2002（平成14）年度には、「産廃Ｇメン」を設置
し、不法投棄対策への取組を強化しました。
産業廃棄物の不法投棄の多くは、建設廃棄物で
占められていることから、建設廃棄物の不法投棄
を未然に防止するため、2007（平成19）年度か
ら、解体工事現場に対する指導を強化しています。

建物解体工事に係る現場指導の強化
都は、産業廃棄物処理業者に対する規制監視や

産廃スクラム32
産業廃棄物の不適正処理は、近年、より広域、
悪質、巧妙化しており、また、暴力団が関与する
事例も増加しています。
このような不適正処理を未然に防止するととも
に、発生した事案に対して迅速かつ的確に対応し、

近隣自治体と連携した広域的なパトロールの実施
などにより、廃棄物の不法投棄の撲滅に努めてき
ました。
しかし、依然として不法投棄等の不適正処理が
後を絶たず、不法投棄件数の約８割が建設廃棄物
によるもので占められています。

強力な指導や行政処分を行うため、2000（平成

こうした現状を踏まえ、2007（平成19）年度

12）年11月に「産業廃棄物不適正処理防止広域

からは、不法投棄の未然防止の観点から解体工事

連絡協議会」を設置しました。現在、１都、11県、 現場に直接立ち入って指導を実施し、廃棄物の分
20市の32自治体により「産廃スクラム32」とし

別・保管・運搬の状況や処分方法及び搬出先など

て相互に情報交換や協力体制を構築しています。

について調査・指導を実施しています。必要があ

産廃スクラム32では、2008（平成20）年度か

れば、搬出先である中間処理施設などへの追跡調

ら不法投棄撲滅強化月間を設定し、構成自治体が

査も行い、不適正処理などの疑いがある場合は元

それぞれ陸海空からのパトロールを行うなど連携

請業者や発注者である施主にまで踏み込んで注意

的取組を実施してきました。また、2009（平成

喚起を促し、さらに悪質事例については行政処分

21）年３月には、一般社団法人東京路線トラック

等の厳正な対応を行うことで不法投棄の未然防止

協会（現、一般社団法人全国物流ネットワーク協

を図っています。

会）との間で、「廃棄物の不法投棄の情報提供に関
する協定」を締結し、路線トラック業70社のドラ

解体現場

の環境汚染の原因となることが懸念されています。
また、近年一般家庭から排出される粗大ごみ・
廃家電等の一般廃棄物を無許可の「不用品回収業
高額請求等のトラブルが増加しています。
このため、2015（平成27）年度から、違法な収
集を行う不用品回収業者や不適正な処理を行う金
属スクラップ業者等への立入指導を強化し、違法

廃家電等の不適正処理・違法輸出の防止

な処理を駆逐することで、資源循環の適正化を図

エアコン、テレビ、洗濯機、冷蔵庫などの廃家

り、健全なリサイクル事業の育成を行っています。

る一方、有害物質やフロン類を含むものがあるこ
とから、粗雑な処理が行われた場合、環境汚染の
原因となりかねません。しかし、現状では、多くの
廃家電等が違法に収集され、有害物質等が除去さ
れないまま重機等で圧砕され、スクラップとして

違法に回収された廃家電等

自然豊かで多様な生きものと
共生できる都市環境の継承

電等には、金属等の貴重な資源が多く含まれてい
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者」が違法に引き取り、処分する例が後を絶たず、
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海外に輸出される事例が発生しており、国内外で
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スマートエネルギー都市の実現
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災害廃棄物対策の強化

３Ｒ・適正処理の促進と
「持続可能な資源利用」の推進

東京都災害廃棄物処理計画の策定
過去の大規模災害においては、災害時に発生す

東京都資源循環・廃棄物処理計画（2017（平成

る廃棄物（災害廃棄物）の処理が大きな課題であ

28）年３月）に基づき、各主体の役割分担を整理

ると認識されています。災害廃棄物の処理に当

し、それぞれが取り組むべき内容を明確化した東

たっては、発災時に迅速かつ円滑な処理が行える

京都災害廃棄物処理計画を2017（平成29）年６

よう、事前の検討が重要となります。そこで都は、

月に策定しました。

自然豊かで多様な生きものと
共生できる都市環境の継承

東京都災害廃棄物処理計画の概要
【計画の目的】
１ 首都直下地震をはじめとする非常災害に伴い発生した廃棄物の処理体制を確保し、適正に
処理することにより、都民の生活環境の保全、公衆衛生上の支障を防止するとともに、早期
の復旧、復興に寄与します。さらには、災害を克服した後も、都市の持続性を確保します。
２ 発災後に想定される事態を平常時にあらかじめ想定しておくことによって、発災初動期の

快適な大気環境、良質な土壌と
水循環の確保

混乱を最小限にとどめます。
３ 今後の都内区市町村における災害廃棄物処理計画の策定や見直しの参考に供するものとし
ます。
【計画の特徴】
特徴１

災害廃棄物処理の基本方針

計画では、廃棄物の排出者であり、また被災者でもある都民の目線に立って、
「安全で安心で
きる処理」、「復旧、復興に資する処理」
、
「持続性を確保できる処理」の考え方に即して、７つ

環境施策の横断的・総合的な取組

の基本方針を定めました。
東京都災害廃棄物処理計画の基本方針

７つの基本方針
１ 計画的な対応・処理

生活環境を保全する
安全で安心できる処理

２ リサイクルの推進
３ 迅速な対応・処理

都市機能を取り戻す
復旧､復興に資する処理
資 料 編
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４ 環境に配慮した処理
５ 衛生的な処理

災害克服後も大都市東京の
持続性を確保できる処理

６ 安全の確保
７ 経済性に配慮した処理

特徴２

役割分担の明確化

災害廃棄物処理の実施主体である区市町村と、広域自治体として調整機能を果たす都の役割
を明確化し、平常時から災害に備えて連携して対応すべき事項を整理しました。また都民の役
物の処理等を掲げています。
特徴３

他主体からの支援受け入れ（受援）に関する整理

発災時に、都外自治体、事業者団体・民間事業者、学識経験者から支援を受けることを想定
し、各主体からの受援内容を整理しました。
特徴４

発災後に都及び区市町村が備えるべき組織体制

都と区市町村で互いのカウンターパートが明確になるよう、今後、発災時における共通の機

３Ｒ・適正処理の促進と
「持続可能な資源利用」の推進

割として廃棄物の排出段階での分別の徹底等、事業者の役割として事業場から排出される廃棄

スマートエネルギー都市の実現
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能を持った組織体制を構築し、円滑なコミュニケーションがとれるようにします。また、計画

⃝区市町村への災害廃棄物処理に関する技術的支援
東京都は、区市町村に対して講演会、意見交換会等を開催し、災害廃棄物処理事業に関する情
報共有を行っています。今後も円滑な災害廃棄物処理が行えるよう、区市町村の災害廃棄物処理
計画策定、体制構築を支援していきます。

自然豊かで多様な生きものと
共生できる都市環境の継承

の実効性を高めるため、訓練や演習の実施、計画の見直しを随時行っていきます。

快適な大気環境、良質な土壌と
水循環の確保
環境施策の横断的・総合的な取組
資 料 編
55

