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本⽅針の位置づけ 

・本方針は、「東京都長期ビジョン」で明らかにした「持続可能な循環型都市の構築」

を実現していくため、都のこれからの資源循環施策に関する基本的考え方や方向性を明

確化するとともに推進に向けた取組を示したものである。 

・基本的考え方や今後の施策の方向性の明確化により、持続可能な資源利用に関する企

業等の先駆的行動と議論を促進していく。また、企業、都民、ＮＧＯ、区市町村、関係

団体や専門家等の意見を踏まえて更なる対策を検討し、新たな東京都廃棄物処理計画の

策定等に反映していく。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜経緯等＞ 

2011（平成 23）年 1 月の東京都廃棄物審議会答申「東京都廃棄物処理計画の改定について」

では、次のように指摘されていた。 

「気候変動の危機と資源の供給制約が深まる中、今後の都の施策は、従来の最終処分量の削減

や廃棄物の適正処理を中心とする廃棄物対策から、天然資源採取量や温室効果ガス排出量の

観点も含め、持続可能な資源利用を目指した総合的施策へと発展させていく必要がある。」 

しかしながら、その直後に東日本大震災が発生したため、2011（平成 23）年 6 月に策定した

東京都廃棄物処理計画では「持続可能な資源利用」の観点を十分に反映させることができなかっ

た。また、都の廃棄物行政においても、2013（平成 25）年 10 月に発生した大島町の土砂災害へ

の対応も含め、災害廃棄物の処理がこの間の重要課題となっていた。 

現在、東日本大震災に係る災害廃棄物の広域処理及び大島町の土砂災害に係る災害廃棄物処理

は予定通り完了している。 

このため、東京都廃棄物審議会答申及びその後の国内外の状況の変化を踏まえ、改めて「持続

可能な資源利用」に向けた都の取組方針を明確にする。 

【東京都長期ビジョン】（2014（平成 26）年 12 月 東京都公表） 

 「持続可能な資源循環型都市の構築」 
関係業界等と連携した事業系廃棄物のリサイクルルールづくりや、食品ロス等

の削減に向けたモデル事業などを実施することで、廃棄物の循環利用・資源ロス

の最小化・エコマテリアルの利用を促進し、リサイクル率の向上を図るなど持続

可能な資源循環を推進していく。 

<長期ビジョンで示した目標＞ 

 一般廃棄物のリサイクル率の向上 「2024 年までに 35%に高める。」 
（2000 年比 18 ポイント向上に相当  （参考）2000 年の値:17%、2012 年の値：23％） 

 都内で発生する廃棄物の最終処分量の削減「2024 年までに 2012 年度比 19%削減」 
（2000 年比 70%減に相当  （参考）2012 年の値：2000 年比 63%減） 
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§１ いま改めて、“持続可能な資源利⽤”に取り組む必要性 
                〜資源利⽤に関する現状認識 

１ 資源利⽤の現状 〜⽇本と世界 

現在、我が国は年間 13 億㌧（2011(平
成 23)年値）の天然資源を消費し、その 6
割を輸入に依存している。2000（平成 12）
年の消費量と比較し、約 3 割削減してき

ているが、輸入割合は、4 割から 6 割に

増加した。 

主要な資源を大きく分類すると、 
①化石系資源（石油、石炭、天然ガス等）、

②金属系資源（鉄、アルミ、貴金属、   

レアメタル等）、③非金属鉱物系資源  

（砂利、岩石等）、④バイオマス系資源

（食料、木材・紙等）の４つに分けられ

る。輸入資源の主なものは、化石系資源

や金属系資源、木材・食料などのバイオ

マス系資源であり、国内資源は、砂利・

岩石などの非金属鉱物系資源や農産物な

どが主なものとなっている。 
一方、一度使用した資源の再利用（循

環利用）量は 2.4 億トンと、年間天然資

源投入量の約 2 割に留まっている。 
世界の資源消費をみると、2000（平成

12）年と比較した 2009（平成 21）年の資源消費量は約 4 割増加している。新興国の経

済成長等により世界全体の資源消費量は今後も増加していくことが見込まれているが、

仮に、途上国が先進国（ＯＥＣＤ諸国）並みに資源を消費するようになった場合、2050
（平成 62）年時点での世界の資源消費量は倍増するとの推計もなされている。 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

■日本のマテリアルフロー（2011）

■世界の「資源消費量」の推移と今後の見込み 

（出典：環境白書2014）

【コラム】 世界では「地球 1.5 個分の資源」を利用（ＷＷＦ生きている地球レポート 2014 より） 
 

エネルギーや漁業資源、木材・紙などの森林資源の過剰な利用が、地球環境に

かけている負荷の大きさを示す「エコロジカル・フットプリント」は、1961 年から 2010

年までの間に２倍近くまで増加してきた。 

「エコロジカル・フットプリント」が示す現在の負荷の規模は、今の人類のライフス

タイルを維持するためには、地球「1.5 個分」に相当する資源（吸収源を含む。）が

必要である、ということを指している。 

このエコロジカル・フットプリントは、先進国などの国々ほど高い傾向があり、世界

人口のおよそ 4 分の 1 を占める先進国などの人々が大量の資源を消費する一方

で、残り 4 分の 3 の人々が環境破壊と貧困にさらされている現状を反映している。 

日本のエコロジカル・フットプリントは、国民一人当たりで見ると、世界第 42 位で

あり、先進国のなかでは低いものの、それでも世界平均の約 1.5 倍の水準にある。 

世界中の人が平均的日本人と同じ生活すると 2.3 個分の地球が必要になる。 

（出典：UNEP Decoupling Natural Resource Use and Environmental 
Impacts from Economic Growthを基に、東京都作成） 

（出典：http://www.wwf.or.jp/activities/2014/09/1225430.html） 
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２ 資源利⽤に伴うリスクが⾼まっている【資源制約】 

資源価格は変動傾向にあるが、1990 年代までと比較すると総じて上昇傾向にある。産出

国が限られる資源の場合には産出国が輸出量を制限するなどの資源の囲い込み※も発生し

ている。穀物の国際価格についても 2000（平成 12）年以降相対的に上昇傾向にあるが、

その要因として、新興国での需要拡大等のほか、主要な穀物生産・輸出国での干ばつ等の

影響による相次ぐ不作や輸出国の輸出規

制等が指摘されている。 

世界では約 8 億人、9 人に 1 人が、飢

餓に苦しんでいるとの報告（2014（平成

26）年 9 月。国連食糧農業機関（FAO））

があるなか、地球温暖化に伴う気候変動

の進行が食料生産に与える更なる影響が

大きく懸念されている。 

※資源の囲い込み：輸出規制や国内供給の優先、外資系企業の

エネルギー産業への入札制限など、資源ナショナリズムが様々

な形で現れることを言う。資源ナショナリズムとは、自国に存

在する天然資源を自国で管理・開発しようという動きのこと。 
 
 

３ 資源採掘等に伴う環境影響が課題となっている【環境制約】 

天然資源の採掘・消費等に伴い、世界的に、温室効果ガスの排出や、生物多様性や森林

の減少に代表される環境影響も増大して

いる。 
我が国では、木材の 70％、食料の 60％

が輸入資源となっているが、マレーシア

やインドネシアなど東南アジア等では、

パームオイルをはじめとする農業生産や

木材生産のために、森林減少や生態系の

損失が生じており世界的な課題になって

いる。 
森林減少の抑制や森林再生は、産業革

命前と比べた地球全体の年平均気温の上

昇を 2℃以内に抑えるための重要な要素

であることも指摘されている。 

また、建設・電気機器・工業機械など

の輸送機器・消耗品の分野で利用されて

いる電線など伸銅品の需要が増える一方

で、原料としての銅鉱石の品位が近年低

下している。品位の低下は、銅の単位あたりの生産に伴う廃棄物や銅の精製に必要なエ

ネルギーの増加を意味するため、銅は資源利用に伴う環境への負荷が懸念されている資

源のひとつとなっている。 

■日本の木材輸入実績 

（単位：億円） 

 2012 年 2013 年

輸入合計 9,549 12,160

主
な
輸
入
先 

中国 1,465 1,783

カナダ 997 1,368

マレーシア 1,067 1,234

インドネシア 811 1,035

米国 677 969

フィリピン 565 758

（出典：林野庁）

■資源価格のトレンド（金属） ※1990 年を100 とした場合 

 
（出典：World Bank Commodity Price Data (The Pink Sheet)） 

■日本は農産物や木材の多くを輸入 
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（出典：農林水産省と林野庁）
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４ 世界で、資源利⽤の上流側からサプライチェーンの観点も
踏まえた対策強化が求められている 

資源制約や環境制約など、社会や都市の持続可能性が脅かされる危機に直面するなか、

もはや、これまでと同じようなパターンで資源利用を継続しつづけていくことは、持続

可能な社会の実現に向けた選択肢として現実的ではない。資源効率性の更なる向上等に

より、最小限の資源で最大の幸福・豊かさを実現できる社会、より資源循環型の経済社

会の実現が求められている。 
こうしたなか世界では、製品を製造する段階だけでなく、資源の採取等の資源利用の

流れの上流段階から、製品の運搬、消費、再利用、廃棄物処理までの包括的な対策（資

源利用の流れをライフサイクルやサプライチェーンで捉える対策）を進め、資源の利用

効率を高める政策の構築が開始され始めている。 
特に近年、自然環境を国民の生活や企業の経営基盤を支える重要な資本の一つとして

とらえる「自然資本（natural capital）」という考え方が注目されており、森林、土壌、

水、大気、生物資源など自然によって形成される資本に対する、サプライチェーンを通

じた影響を回避していく取組も開始され始めている。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【コラム】 国連で検討されている「持続可能な開発目標」 

国連では、2015年9月の総会でミレニアム開発目標に代わるポスト2015開発アジェンダが決定される予定となっ

ており、それに向けて「持続可能な開発目標（SDGs）」の議論が進められている。 

2014年7月に総会へ報告されたオープン・ワーキンググループの案では、「持続可能な消費及び生産（SDGs）」

に関して、次のような事項を含む目標が掲げられている。 

目標12：持続可能な消費と生産のパターンを確保すること 

12.2 2030年までに天然資源の持続可能な管理と効率的な使用を実現する。 

12.3 2030年までに販売・消費の段階で生じる食品廃棄物の量（人口1人当たり）を半減するとともに、 

生産・供給段階の食品ロス（収穫段階のものを含む。）を削減する。 

12.5 2030年までに3Rにより廃棄物の排出量を大きく削減する。 

（出典：国連資料）

【コラム】 「オリンピック」と「持続可能性」 

「持続可能性」は、国際オリンピック委員会（IOC）が掲げるオリン

ピズムの重要な柱の一つとなっている。 

1999 年、IOCは「オリンピックムーブメンツアジェンダ21」を策定

し、スポーツに関わる全ての選手、個人及び組織が、スポーツにおいて、

あるいはスポーツを通じた「持続可能性」に取り組むことを提起した。 

続く2012 年に策定された「Sustainability Through Sport」では、  

国連持続可能な開発会議（リオ＋20）での議論を踏まえ、グリーン経済

への移行を目指して、全体かつ多様なサプライチェーンに対し、資源や

技術に関する環境保全型の改革の促進だけではなく、包括的かつ公正な

雇用や教育、調達の促進を働きかける、としている。 

また、2014年6 月ナイロビで開催された国連環境総会で、IOC は、

スポーツが、国連で検討されている「持続可能な開発目標」の推進にむ

けた重要な役割を果たしていくため、UNEPやそのほかのステークホル

ダーとともに協力していくことを強調した。 

（出典：http://www.joc.or.jp/eco/ajenda21.html, 
http://www.olympic.org/news/ioc-commits-to-sustainable-development-goals-at-unea/234456） 
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５ 東京の資源利⽤  

〜東京の経済活動は、他地域から供給される資源等に⽀えられている。 

①都内で利用される製品等の多くは都外で製造 ～日本の人口の 10%、多くの建物

と企業の本社機能の約 5 割が集積する大都市として、多くの資源を消費  

東京の人口は、全国の人口の約 10％
であるが、2011（平成 23）年の東京の

GDP（92兆3870億円）は全国の19.5％
を占めている。 
大都市・東京には、多くのオフィス

ビルや商業店舗等が集積しているが、

都内の産業構造をみると、卸売・小売

業や飲食サービス業、不動産業など業

務商業の割合が多く、卸売業・小売業

の年間商品販売額は全国の約 3 割を占

めている。また、東京には企業の本社

機能の約 5 割が集積※しているととも

に、東京で利用される製品の多くは都外で製造されている。 
※東京都の本社部門（本社活動のみを営む事業所）の生産額が全国の本社部門の生産額に占める割合は47.5％（東京都産業連関表（2008））。 

このように、東京は、世界中から人・モノ・情報等が集まるネットワークの結節点で

あるとともに、他地域から供給される多くの資源エネルギーに支えられている。 

②資源消費に伴い生じる産業廃棄物の最終処分量の約８割は他県に依存 

2012（平成 24）年度の都内一般廃棄物及び

産業廃棄物の最終処分量は、2000（平成 12）
年度と比べ約６割減少しているが、産業廃棄物

の最終処分量の約８割は他県に依存している。 
都内では高度経済成長期に建築された建物

やインフラが更新期を迎えていることから、今

後もそれに伴う資源消費やコンクリート塊な

どの廃棄物が増加することが見込まれている。 
 
 

③これまでの３Ｒの普及を背景にリサイクル率等は向上。しかし、最終処分（埋立）  

される廃棄物（都内から排出される一般廃棄物・産業廃棄物）のなかには、再利用可能な資源

も多く含まれている。  

東京の廃棄物発生量は、これまでの 3R（リデュース、リユース、リサイクル）の普及

等を背景に、一般廃棄物・産業廃棄物ともに減少傾向にある。2000（平成 12）年度に

17%であった一般廃棄物のリサイクル率は、2012（平成 24）年度には 23％に上昇した。 
しかしながら、最終処分（埋立）される廃棄物の中には、廃プラスチック等まだ再利

用可能な資源も多く含まれている。廃棄物由来の温室効果ガス排出量を減らすためにも、

廃棄物の循環利用だけではなくサプライチェーンの上流側での対策も必要となっている。 

■産業廃棄物（最終処分）の８割は他県に依存

 （出典：東京都） 

■「東京の最終需要」
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§２ 東京が進める“持続可能な資源利⽤”の基本的考え⽅ 

１ 東京が先駆的に取り組む意義 
東京をとりまく社会情勢の変化や、他地域の資源に大きく依存する東京は、他都市

に先駆けて「持続的な資源利用」に取り組まなければならない。そのため、東京は、

次の３つの観点を踏まえて、「持続可能な資源利用」に先駆的に取り組んでいく。 

 

 

 

 

 

 

２ 東京が⽬指す姿と 3 つの柱 

（１）東京が⽬指す姿 
 

 

 

 

 このため、 

 

 
 
 
 
 

（２）”持続可能な資源利⽤“を進めるための３つの柱 
製造・供給者・使用者など全ての主体による「都市活動に必要な資源の継続的な

確保」と「資源利用に伴う環境影響を回避」するため、次の３つを施策の柱とし、   

取り組んでいく。 

 

 

 

 

 

■資源ロスの削減の促進  
（資源消費の無駄を⾒直し、資源⽣産性を向上） 

■エコマテリアルの利⽤の促進  
（低炭素・⾃然共⽣・循環型の建築資材・物品等を選択して利⽤） 

■廃棄物の循環利⽤の更なる促進  
（より⾼度な循環利⽤と不適正な処理等の防⽌） 

 

東京は、2020 年オリンピック・パラリンピックとその後を⾒据え、 
『東京の持続的発展を確保するため、 

世界⼀の都市・東京にふさわしい資源循環を実現』 

◎これまで進めてきた廃棄物の 3R 施策を⼟台に、最終処分量の削減とともに、 
資源利⽤の流れの上流側から、サプライチェーンの観点も含め、資源の利⽤を 
持続可能なものに転換させていく。※低炭素社会構築にも寄与する取組を一体的に推進 

３
つ
の
柱

●「世界的に対応が求められ
ている課題」や、 

●「東京での資源消費量・
廃棄物発⽣量が⼤きいもの」

について重点的な取組を推進 
 

①資源制約・環境制約のもとでも東京の都市活動を力強く持続・発展させていくことを確保する。 
※資源消費量や環境影響を削減しつつ経済活動が発展する都市の実現

②他地域から供給される多くの資源を消費し、企業の本社機能が集積する東京が取組を開始する

ことで、日本全体にその効果を波及させる。 
  ※これからの資源循環施策の都市モデルの構築に貢献

③今後の資源循環の中長期的な施策の方向性を明らかにし、企業の自主的取組等をけん引する。
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【資源利⽤の流れの上流側からのサプライチェーンの観点も含めた 
       “持続可能な資源利⽤”を進める取組とは】 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

「持続可能な資源利用」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

製造・供給者・使用者等全ての主体が、それぞれの、資源を使う・処分する活動のなかで、 

●資源生産性の向上（最小限の資源で最大の幸福）   ⇒資源ロスの削減 

●資源フローのインプット側の環境負荷を最小化   ⇒エコマテリアルの利用・選択 
             ＊低炭素・自然共生・循環型 

●資源フローのアウトプット側の環境負荷を最小化  ⇒廃棄物の循環利用 
              ＊最終処分量、CO2、有害物質 

の 3 つの行動（持続可能な資源利用）を進めていくことにより、「活動に必要な資源の継続的

な確保」と「資源利用に伴う環境影響を回避」していく。 

 

 
 

 

資源利用の流れの上流側                                    下流側 

資源の採取・素材の生産等 適正処理 

リサイクル 

天然資源投入量 

 

CO2 

最終処分 

CO2 

最終処分 

天然資源 

の採取 

①資源ロスの削減

③廃棄物の循環利⽤ 

資源制約・環境制約のもとでも、持続的発展が可能な都市の実現 

最終処分 

CO2 

最終処分 

CO2 

天然資源 

の採取 
天然資源投入量 

資源ロスの削減＝廃棄物の発⽣抑制 

製品の製造・供給 製品の使用・再利用 

②エコマテリアル
の利⽤ 

資源利用の現状（イメージ） 
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【「持続可能な資源利⽤」を進めるための３つの柱】 

持続可能な資源利用を実現するには、資源の流れの下流側で廃棄物の発生抑制を推進す

るだけでなく、製品等の生産や流通を含むサプライチェーン全体において、資源のロス

を削減し、資源利用の生産性を高め、その最適化を図ることが必要である。特に都市に

蓄積される建築物などのストックを長く大切に使用する「ストック型社会」への移行を

促進することが重要である。 

第１章で述べたように、今後、世界の人口が増大し、同時に新興国・発展途上国で１

人当たり資源消費量が増加すると、世界の資源消費量はますます増大していくことにな

る。そのような状況の中で東京の活力を維持していくには、都民生活の福利を向上させ

つつ、同時に資源の消費量は抑制していかなくてはならない。 
また、「持続可能性」は国際オリンピック委員会が掲げるオリンピズムの重要な柱の一

つとなっている。2020（平成 32）年のオリンピック・パラリンピックを機に、同時にそ

の後も見据えて、世界一の都市・東京にふさわしい「持続可能な資源利用」を推進して

いかなくてはならない。 

このため、製造・供給者・使用者等全ての主体が、それぞれの活動のなかで、次の３

つを施策の柱とし、消費側からの取組を強化していく。 

①資源ロスの削減の促進 

第一に、資源のロス（無駄）を省き、資源生産性を大きく高めていくことが必要で

ある。このため、資源やエネルギー消費量の削減、過剰な容器包装や使い捨て型の資

源消費の回避（メンテナンスや修理がしやすい製品、長寿命型製品の開発・選択等を

含む。）などを行うことによって、資源の流れそのものを効率化していくことが必要で

ある。 

②エコマテリアルの利用の促進 

第二に、製品の製造時や使用時には、低炭素・自然共生・循環型（リサイクルされ

た又はリサイクルされやすい）の建築資材や物品等を選択して利用することが必要で

ある。あわせて、高炭素型や生態系への影響が大きい資源消費を避けるとともに、リ

サイクルが困難又は有害な資源の利用を回避することなどが必要である。 

③廃棄物の循環利用の更なる促進 

第三に、最終処分量を削減するだけでなく、温室効果ガスの削減、天然資源の消費

量の削減につながる廃棄物の循環利用を更に進めていく必要がある。 
なお、循環利用の優先順位としては「リユース」、「クローズドリサイクル」、「オー

プンループ（サーマルリサイクルを含む。）」※の順に考えるべきである。また、素材の

リサイクルや再生資源の利用を強化していく際、それに要するエネルギー消費量の増

加により温室効果ガスの発生量が大きくなる可能性があるなどトレードオフの関係も

存在することから、ライフサイクル全体でのインパクト等を考慮しながら、それぞれ
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の段階で温室効果ガスの削減に努めていく必要がある。 
更に、資源循環のプロセスから環境汚染が生じることのないよう、不適正処理の防

止を図っていくことが必要である。 

※オープンループとクローズドリサイクル 
リサイクルを目的として回収した物質の多くは汚れやほかの物質と混合しているなどのため品質が落ちており、再び元の製品

に戻すことができず、より品質を問われない製品の原材料として使用されることが多い。このようにリサイクル物質が元の製品

に利用されず、他のグレードの低い製品に流れていくリサイクルを、オープンループ（オープンリサイクル）又はカスケードリ

サイクルという。 
これに対して、クローズドリサイクルは、マテリアルリサイクルのなかで、使用済製品を構成している物質を再び製造工程に

戻して同一製品にするリサイクルシステムのことで、水平リサイクル又はクローズドループリサイクルともいう。同一製品では

なく、他の製品にリサイクルするとオープンリサイクルである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【コラム】 「シティレベル・デカップリング（City-Level Decoupling）」 

～天然資源消費量の増加を伴わない、持続可能な資源利用に基づく都市の発展へ 

（グリーン経済による成長） 

世界の人口の半数以上が「都市」に居住する現在、世界のエネルギー

消費の60～80％、温室効果ガス排出量の75％、世界の天然資源消費量の

75％以上が都市に起因しているといわれている（地球上の僅か2％の面

積を占める都市に天然資源の消費が集中）。 

都市は世界のＧＤＰの80％を生み出す経済成長のパワーハウス（発電

所）であるが、様々な分野における取組の構築や改善のための重要なプ

ラットフォームとして大きく期待されている。 

資源制約や気候変動へ立ち向かうため、都市のレジリエンス（resilience）

を高めていくうえでも、都市の経済成長と、人々の幸福や天然資源の持続

可能な利用とが調和する道を見出す取組、資源消費量の増加を伴わずに継

続的な成長を実現する都市（“都市レベルでのデカップリング”）の実現

に向けた取組が注目されている。 

 
(出典：‘City-Level Decoupling: Urban Resource Flows and the Governance of Infrastructure Transitions,’, UN)
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§３ “持続可能な資源利⽤”の推進に向けた取組 

前章で述べた３つの柱に即した取組を進めていく際には、「世界的に対応が求められて

いる課題」や「東京での資源消費量・廃棄物排出量が大きいもの」について重点的に取

り組んでいく必要がある。 
このため、国・区市町村はもとより、先進的企業や都民・NGO、関係業界団体、専門

家や国際機関などと連携しながら、先行的な取組を開始していく。また、先行的な取組

の結果や、検討のなかで様々な主体から寄せられた意見等を踏まえ、優良事例の普及や

「持続可能な資源利用」を目指す更なる対策の構築・具体化につなげていく。 

１ 優先的に取り組む必要がある課題（例） 

① 資源ロスの削減の促進 

（食品ロスの削減） 

第 1 章で述べたように、世界では飢餓に苦しむ地域がある一方、我が国を含む先進各

国では食品ロス（売れ残り、食べ残しなど、口にされずに廃棄される食品）が大量に発

生している状況にある。今後、世界の人口増や経済成長、耕作地の限界、農業生産への

気候変動の影響などにより、世界の食料供給が不安定化するおそれがある。食料生産は

環境への影響（温室効果ガス排出、森林伐採、水の消費など）も大きい。 
日本においては、全国で年間 500～800 万トン、食品製造業の少ない都内においても

22～26 万トンの食品ロスが発生している。 
食品ロスの削減は、可燃ごみ中で大きな比率を占める食品廃棄物の発生抑制という観

点はもとより、東京が世界の大都市としての責任を果たしていく観点からも重要である。 
 
【コラム】 食品ロスの削減は世界的な課題 

・FAO-UNEP の取組 

  国連食糧農業機関（FAO）、国連環境計画（UNEP）等は、

2013年からThink-Eat-Saveキャンペーンを展開している。「70

億人の人口を抱え、2050年には90億人に増加するこの世界で、

食料を無駄にすることは、経済的にも、環境面からも、そして

倫理上も理にそぐわない。」シュタイナーUNEP 事務局長 

 
・香港の取組 

香港では、ショッピングモールやホテル、

NGO など、381 団体と食品ロス削減に向け

た協定を締結し、キャンペーンや業種別の取

組事例集の作成などにより効果を上げてい

る。 

 

ユニークなキャラクターを使っ

たキャンペーン（香港政府資料）

業種別の食品ロス削減 

取組事例集（香港政府資料） 

UNEP・FAO
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（使い捨て型ライフスタイルの見直し） 

持続可能な資源利用を推進するためには、身近なところから使い捨て型のライフスタ

イルを見直していくことが重要である。 
容器包装は、多くの場合、内容物を保護する重要な機能を有している。しかしながら、

一回使用のものや一時的な利便性のために使用されているものも多い。 
近年、海洋生態系へのプラスチックごみの影響が世界的に懸念されており、それを背

景に世界各国・各都市でレジ袋規制の取組が急速に進んでいる。 
日本においても大手のスーパーマーケットがレジ袋の有料化などによる削減に取り組

んでおり、レジ袋の使用枚数はかつてに比べると減少しているが、区市町村や販売事業

者団体等と連携して、更なる削減を図っていくこと等が求められている。 

 
＜日本のレジ袋の使用実態＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜海外におけるレジ袋削減対策＞ 

・2014 年、EU 指令は、レジ袋の 1 人当たり年間使用枚数を 2025 年までに 40 枚に削減するた

めの措置を加盟国に義務付け。削減に向けた手法は、課税、有料化義務付け、自主的取組など、

加盟国によって様々。 

・アメリカでは、サンフランシスコ、ワシントン、シカゴ、ロサンゼルスなどが、条例でレジ袋

の配布禁止や有料化を規定 

・中国は、2008 年にレジ袋の無償配布を禁止 

＜日本におけるレジ袋削減対策＞ 

・大手のスーパーマーケット等では、レジ袋の有料化等により削減に取り組んでいる。 
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② エコマテリアルの利⽤の促進  

（持続可能な木材利用） 

資源の消費にあたっては、資源の再生速度に留意しながら、再生可能な資源の利用へ

の転換を図っていく必要がある。木材は低炭素かつ再生可能な素材であって、木質チッ

プや古紙をバイオマス燃料として利用する場合には再生可能エネルギーとして扱われる。 
しかしながら、再生可能な資源であるということと、実際に再生されているかどうか

は別問題である。持続可能な森林管理が行われていれば木材資源は再生されるが、森林

が減少するのであれば、それは「土地利用、土地利用変化及び林業部門（LULUCF）」
におけるCO2の排出であり、同時に貴重な生態系の損失にもつながる。 
世界では年間 520 万ヘクタール（2000-2010 平均）の森林が失われている。2014（平

成 26）年 9 月に開催された国連気候サミットでは、世界の森林減少を 2020（平成 32）
年までに半減、2030（平成 42）年までにゼロにするという「森林に関するニューヨーク

宣言」を採択し、日本政府も署名した。 
森林減少を食い止めるには様々な角度からの対策が必要であるが、私たちの木材資源

の消費の方法を改めることも重要な対策である。我が国は、森林減少の著しい東南アジ

ア地域等から多くの木材を輸入しており、特にコンクリート型枠用合板の 97%はマレー

シア及びインドネシアから輸入されたラワンの合板である。その中には違法伐採リスク

が高いものがあるとの指摘がある。 
東京は、鉄骨鉄筋コンクリート造及び鉄筋コンクリート造の建築物の着工床面積で全

国の 21.6%（2014（平成 26）年）を占めており、これに伴う資源消費（骨材、セメント、

型枠用合板等）が大きいという特徴がある。 
国は、2015（平成 27）年 2 月にグリーン購入法の基本方針に「合板型枠」を追加する

など、公共工事においては違法伐採リスクの高い合板の使用抑制に取り組みはじめてい

るが、合板型枠の使用量の多い民間建築工事でも早期に対策を進める必要がある。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

（再生砕石・再生骨材コンクリート） 

コンクリートは、主としてセメント、

水、骨材（細骨材、粗骨材）から製造    
される。 

（主な輸入先） 
・マレーシア 

サラワク州 
サバ州 

・インドネシア  

コンクリート型枠用合板の流れ（全国、2013 年） 

国産合板 
24

コンクリート型枠 

鉄筋コンクリート造の建築 
工事など、コンクリート打 
設工事に使用 

輸入合板 
790 814 

単位: 千m3 

（出典：林野庁資料から作成）

ボルネオ島北西部は生物多様性ホットスポッ
ト（Myers, 1988）だが、現在、サラワク州で
手つかずに残されている森林は5%（Bryan, et 
al., 2013）と言われる。 

国産材を50%以上
使用している国産
合板の盤面表示 

骨        材 

細骨材（砂）  粗骨材（小石） 
水セメント

※割合は質量比で、おおよその目安（一般社団法人セメント協会による。） 

コンクリート 
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東京は、鉄骨鉄筋コンクリート造及び鉄筋コンクリート造の建築物の着工床面積で全

国の 21.6%（2014（平成 26）年）を占めており、これに伴う資源消費や廃棄物排出量（コ

ンクリート塊、建設泥土等）が大きいという特徴がある。 
また、都内では高度経済成長期に建築された建物やインフラが更新期を迎えているこ

とから、今後もそれに伴う資源消費やコンクリート塊などの廃棄物が増加することが見

込まれている。解体工事等から発生したコンクリート塊は、これまでは主に再生砕石と

して道路の路盤材等に利用されてきたが、リサイクル材としての利用量を上回る大量の

コンクリート塊が発生し、需給のギャップが生じ始めている。このままでは近い将来、

既存の建築物等の解体が進まず、都市の更新に支障が生じる可能性は否めない。 
都市開発に伴う廃棄物は、市街地が拡大し

ていた時代には、そのための土木資材として

有効活用されてきたが、都市が成熟した時代

にあっては、都市更新に伴う廃棄物を都市の

内部で有効に活用していくことが望ましい。

また、資源の保全・自然環境保全という観点

からも、天然骨材（砕石・砕砂）の採掘は必

要最小限に止めていくことが重要である。 
このため、コンクリート塊から製造された

再生骨材を使用した再生骨材コンクリートの

利用の促進等を推進していく必要がある。 
東京都は、道路の路盤材を中心に利用され

てきた再生砕石などの更なる用途拡大や利用促進策についての検討を進め、都が施工す

る工事において試行するとともに、建設リサイクル推進計画の改定に取り組み、コンク

リート塊のリサイクルを一層推進していく。 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

再生骨材コンクリート 

杭などの基礎構造 

部のコンクリート 

など 

ビルの解体

工事等 
コンクリート塊

破砕・分級

 

 

 

   

 

 

再生骨材 L 再生骨材 M 再生骨材 H

破砕・磨砕・分級 破砕・加熱・磨砕・分級

再 生 骨 材 コ ン ク リ ー ト 

強度を要しない 

捨てコンクリート 

など 

建物の構造部の

コンクリート 

再生骨材コンクリートとは、解体

工事等から生じたコンクリート塊か

ら製造した再生骨材を使用したコン

クリートのこと。 

L、M、H の 3 種類の規格があり、

それぞれ適した用途に使用される。 

   

全体の約3割は築30年以上 
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③ 廃棄物の循環利⽤の更なる促進 

過去 10 数年、各種リサイクル法の施行や、排出者（家庭・排出事業者）、区市町村及

び廃棄物処理・リサイクル業界の努力で廃棄物の循環利用（リユース・リサイクル）は

大きく進展した。その結果、2012（平成 24）年度には、一般廃棄物の最終処分量は 2000
（平成 12）年度比 63.6%減、産業廃棄物の最終処分量は 2000（平成 12）年度比 62.1%
減となっている。しかしながら、事業系廃棄物のリサイクルをはじめ、残された課題も

多い。 
 

（事業系廃棄物のリサイクルのルールづくり） 

東京は、大都市として、多くの商業店舗やオフィスビルが集積していることから、事

業系廃棄物の排出量なども多くなっている。 
都内のオフィスビルや商業ビルなどの業務系ビルからは一般廃棄物と産業廃棄物の両

方が排出される。 
大規模事業所では古紙や飲料容器などの分別回収が普及しているが、中小のテナント

ビル、特に古いビルでは分別して保管するためのスペースが足りない、1 棟当たりの排

出量が少ないなどの事情もあり、分別が不十分な事例が多い。 
また、廃電気電子機器類や廃蛍光管、廃プラスチック類などが分別されないまま、処

理されている例も多い。 
事業所によって分別の方法や分別区分の用語（「燃えるご

み」等）が異なることも、分別が徹底されない理由の一つと

考えられる。 
事業系廃棄物のリサイクルを更に促進するには、一般廃棄

物に関する指導を所管する区市町村と産業廃棄物に関する指

導を所管する東京都が共同してルールづくりを進めていく必

要がある。 
 

（廃家電等の不適正処理・違法輸出の防止） 

 廃棄物の循環利用を推進するに当たっては、同時に、循環

利用から環境汚染等が生じることのないよう、万全を期す必

要がある。 
特に、廃家電等には、金属等の貴重な資源が多く含まれて

いる一方、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には環境汚染の原因となりかねな

い。しかし、現状では、世界的な金属需要の高騰に伴い、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、重機等により圧砕され、スクラップとして海外に輸出

される事例が発生しており、国内外での環境汚染の原因とな

ることが懸念されている。 
貴重な資源である廃家電等を適正に効率的に回収し、環境

負荷の少ない適正処理を行い、健全なリサイクルを推進する必

要がある。 
PCB含有のおそれのある機器も取引される 

違法に回収された廃家電等 

オフィスビルでの分別回収 
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ペットボトルの店頭回収 

ペットボトルなどは多くの都民が協力してチェーンストア等の店頭回収が進められているが、こ

れまで、「廃棄物処理法上の扱いが不明確」、「廃棄物処理法の規制緩和措置が必要」などの指摘

がされていた。 
そこで都は、2015（平成 27）年 3 月から、区市町村の関与なく店頭で自主的に分別回収された

廃ペットボトルについては産業廃棄物と判断することを明確化するとともに、廃棄物処理法に基づ

く「再生利用指定制度」を適用して、都知事が指定したリサイクル施設（廃ペットボトルから異物

を除去したフレークなどの再生プラスチック原料を製造する施設）に店頭回収された廃ペットボト

ルを運搬する場合には産業廃棄物処理業の許可やマニフェストの交付を不要とする措置を取った。

同様の措置が広がれば、円滑かつ適正な店頭回収及びリサイクルが一層促進されるものと考えら

れる。 

店頭回収されたペットボトルに係る再生利用指定 

店頭回収 リサイクル施設

運搬する者 

都 

個別指定 

（申請に基づく指定）

一般指定 

（申請不要） 

（破砕、選別、洗浄等） 

再生プラスチック原料 

（フレーク、ペレット） 

ペットボトル 

販売店店頭の 
回収ボックス 

プラスチック原料
（フレーク） 

リサイクルする者 
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２ 具体的な取組 
以上に述べた諸課題への対応として、国・区市町村はもちろん、先進的企業や都民・

NGO、関係業界団体、専門家や国際機関などと連携しながら、次のような取組を開始し

ていく。また、先行的な取組の結果や検討のなかで様々な主体から寄せられた意見等を

踏まえ、「持続可能な資源利用」を目指す更なる対策の構築・具体化につなげていく。 
 

① 先進企業等と共同した「持続可能な資源利⽤」に向けたモデル事業の実施 
前述の優先的課題に対する取組を中心に、先進企業等と共同したモデル事業を公募・

実施する。これにより持続可能な資源利用の先進的事例を都内につくるとともに、その

成果を広く中小企業等に情報提供していく。 
モデル事業は選定事業者等と東京都が共同で実施することとし、都は事業内容に関与

するとともに、費用の一部を負担する。 
都は、このモデル事業の成果を踏まえ、多くの企業の取組を促す施策や新たな仕組み

づくりを検討していく。 

②事業系廃棄物のリサイクルルールづくり 
一般廃棄物行政を所管する区市町村と連携し、関係業界（廃棄物処理・リサイクル

業界）の協力も得て、現場の実態に即した事業系廃棄物のリサイクルのルールづくり

を進めていく。 

③廃家電等の不適正処理・違法輸出の防⽌ 
資源の有効活用と環境負荷の低減のため、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等を実施し、違法な処理を駆逐

することで、資源循環の適正化を図り、健全なリサイクル事業を育成していく。 

④都⺠・NGO 等との連携   
多くの環境 NGO が様々な分野で持続可能な資源利用に取り組んでおり、専門的知

見や実践的な行動力を有している。産業界においても、先進的な企業をメンバーとす

るNGO が研究活動やルールづくりに取り組んでいる。 
今後、こういった都民・NGO との連携をさらに強化し、「持続可能な資源利用」に

向けた意識の啓発や気運の醸成、新たな仕組みづくりを進めていく。 

⑤区市町村との連携  
2020（平成 32）年のオリンピック・パラリンピックを契機に、東京の資源循環・廃

棄物処理を一層持続可能なものへと発展させていくためには、都と区市町村とがこれ

まで以上に連携を深めて取り組んでいく必要がある。このため、2015（平成 27）年 3
月、都と区市町村は検討の場を立ち上げ、効果的な資源有効利用や廃棄物発生抑制の

更なる推進、業務用ビル等から排出される事業系廃棄物（一般廃棄物及び産業廃棄物）

のリサイクルの推進、区部における埋立処分量の更なる削減などについて、検討を進

めていく。 
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⑥世界の⼤都市等との連携 
食品ロスの削減をはじめ、世界の大都市は資源利用に関する共通の課題を抱えてい

る。他の都市の取組事例が参考となる場合も多い。 
このため、C40（世界大都市気候先導グループ）などの場を通じて施策の最新動向等

に関する情報交換等や東京の施策の情報発信等を実施していく。 
 
 

３ 新たな廃棄物処理計画の策定に向けて  
2020（平成 32）年のオリンピック・パラリンピックの招致に当たって掲げられたテー

マは「Discover Tomorrow」である。この大会を機に持続可能な発展という Tomorrow
を目に見えるものとして世界の人々と共有するとともに、2020（平成 32）年以降も見据

え、世界一の都市にふさわしい、責任ある資源利用の実現を目指していかなければなら

ない。 
都は、2015（平成 27）年度から新たな東京都環境基本計画及び東京都廃棄物処理計画

の策定の検討を開始する。 
この検討の中で、都民、事業者、区市町村等、様々な主体の意見を踏まえ、「持続可能

な資源利用」に向けた更なる対策を検討・具体化し、計画策定へ反映していく。 
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参考データ等 
 

§１－１関連 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■世界では、アジア・アフリカを中⼼に  
⼤幅な⼈⼝増が⾒込まれている。 

世界人口の推移と今後の見込 

（出典：World Urbanization Prospects, the 2014 revision）

■2010 年の世界の資源消費量は、 
1980 年と⽐較し、約 2 倍に増加 

世界の「資源消費量（資源別）」の推移 

（出典：www.materialflows.net）

■2011 年の⽇本の「資源消費量」は、2000 年と⽐較し 3 割減。 
⼀⽅で、輸⼊割合は 4 割から 6 割に増加（消費量が減少したのは「国内資源消費量」のみ）

日本の「資源消費量」の推移              日本の「資源消費量」の推移（増減率）

  
（出典：環境白書2004-2014）
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§１－２関連 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■国連では、1990 年以降、少なくとも 18 の武⼒衝突が、天然資源の搾取をきっかけと 
していると指摘 

天然資源をきっかけとする近年の内戦等 

国 期間 資源等 

アフガニスタン 1978-2001 木材、宝石、アヘン 

アンゴラ 1975-2002 石油、ダイアモンド 

ビルマ 1949- 木材、スズ、宝石、アヘン 

カンボジア 1984- 石油、金、コカ、エメラルド 

コンゴ共和国 1997- 石油 

インドネシア  
アチェ州 

1975-2006 木材、天然ガス 

インドネシア  
西パプア 

1969- 銅、金、木材 

リベリア 1989-2003 
木材、ダイアモンド、鉄、 
パームオイル、ココア、 
コーヒー、天然ゴム、金 

ソマリア 1991- 魚類、炭、 

スーダン 1983-2005 石油 

（出典：2009  UNEP From Conflict to Peacebuilding – the Role of Natural Resources and the Environment ） 

■世界の主要な資源価格は、1990 年代まで
と⽐較すると総じて上昇傾向 

資源価格のトレンド（化石系資源） ※1960 年を1 とした場合 

（出典：World Bank Commodity Price Data (The Pink Sheet)） 

■世界の主要穀物価格も、 
2000 年以降、上昇傾向に。 

主要穀物価格の推移 ※1960 年を1 とした場合 

（出典：World Bank Commodity Price Data (The Pink Sheet)）

 

 

■⽇本の主要農産物は、⽶国・中国・豪州・カナダ・ブラジルからの輸⼊割合が多い。 
〜当該国における⽣産量の増減は、⽇本に⼤きな影響を及ぼす。 

日本の主要農産物の国別輸入額割合（2013（平成 25）年） 

 
（出典：平成25年度 食料・農業・農村白書http://www.maff.go.jp/j/wpaper/w_maff/h25/pdf/z_1_1_1_1.pdf）
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§１－３関連 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■「⾦」の採掘に伴う環境影響を回避するためにも、電⼦機器等のリサイクルが重要 

・金属が鉱石として採掘され、製錬されて利用されるまでには、多量の物質（土砂、鉱石（捨石を含む。）、

化石燃料など）を除去・使用する必要がある。これらを含めた量のことを関与物質総量（TMR）とい

い、例えば金の場合には金そのものの 110 万倍とされる。すなわち、金 10g を得るには 11 トンの

物質が必要となる。 

・また、発展途上国で行われている小規模金採掘では金鉱石から金を取り出すために水銀を使用し、  

それが健康被害や環境汚染を引き起こしている事例もある。 

・2013（平成 24）年度から小型家電リサイクル法が施行されているが、これらの環境影響を回避する

ためにも、金をはじめとした金属資源を多く含有する電子機器等のリサイクルは重要となっている。

■世界の森林⾯積は依然として減少の⼀途 

・地球の陸地の約１/３を占める森林。毎年 520 万ヘクタールが失われ続け、依然として減少の一途 

・中国などでは植林による増加もみられるが、ロシア、ブラジル、インドネシア等では減少が大きい。

・森林を保全するためには、持続可能な森林経営が不可欠であるが、その阻害要因として違法伐採問題

が指摘されている。また、違法伐採された木材の多くは、丸太または木材製品となって外国へ輸出さ

れている。                                                            （出典：環境省資料） 

■植物油の主な原料「パームオイル」の製造に伴う環境影響が世界的な課題になっている。

・私達が普段口にする食品の多くに植物油が使われているが、植物油の原料として世界で最も多く  

消費されているのがアブラヤシの実を原料とするパーム油。パーム油は、国内でも菜種油に次いで

多く消費されており、マーガリン、インスタントラーメンの揚げ油、スナック菓子、冷凍食品など

様々な製品に使われているが、商品の原材料表示には植物油としてしか表示されていないため、  

一般にはあまり知られていない。 

・パーム油の原料のアブラヤシは熱帯の湿潤な地域で育ち、世界の生産量の 85％がインドネシアと 

マレーシアの 2 か国で生産。インドネシア、マレーシアでは油を搾る工場を中心に広大なプランテ

ーションがつくられており、そのために広大な熱帯林が伐採され、オランウータン、アジアゾウ、

スマトラトラをはじめとする希少な野生生物が絶滅の危機に瀕している。 

・欧州を中心に、持続可能な生産が行われたパーム油以外は買わないようにする運動が展開されるな

ど、企業も対応を迫られる状況となった。また、NGO により、違法伐採が行われた土地で生産され

たパーム油を調達したことが指摘された企業が、複数の取引先との契約を破棄され、莫大な損失を

出した例もある。 

 

 

 

 

 

 

（出典：環境省環境白書平成26年版）
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§１－４関連 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■ＩＯＣの「オリンピックアジェンダ 2020」でも「持続可能性」はキーワード 

「オリンピック・アジェンダ 2020」は、2014 年 12 月にモナコで行われた第 127 次 IOC 総会

において採択された 20＋20 の改革案である。これら 40 の提言は、オリンピック・ムーブメン

トの未来に向けた戦略的な工程表を示しており、「持続可能性」もキーワードになっている。 

オリンピック・ムーブメントの未来を形作る 20＋20 の提⾔ 

1. 招待としての招致プロセスの形成. 

2. 主な機会とリスク評価による候補都市の審査 

3. 招致費用の削減 

4. オリンピック競技⼤会のすべての側⾯での持続可能性の導⼊ 
5. オリンピックムーブメントの⽇常的な業務での持続可能性の導⼊ 
6. 他のスポーツイベントの主催者との緊密な協力関係 

7. さまざまな能力を持つ人々に対するスポーツ運営組織との関係強化 

8. プロリーグとの関係構築 

9. オリンピック・プログラムのための枠組み設定 

10. 競技に基づくプログラムから、種目に基づくプログラムへの移行 

11. 男女平等の推進 

12. オリンピック競技大会の開催費用の削減および運営の柔軟性強化 

13. オリンピックムーブメント関係者との相乗効果の最大化 

14. オリンピズムの根本原則第6項の強化 

15. クリーンな選手を守るための理念の変更 

16. クリーンな選手を守るためのIOCの2千万㌦の資金活用. 

17. クリーンな選手への称賛. 

18. 選手への支援強化 

19. オリンピック・チャンネルの創設 

20. 戦略的パートナーシップの締結 

21. IOCの主張力強化 

22. オリンピックの価値に基づく教育の普及 

23. コミュニティーとの交流 

24. Sport for Hopeプログラムの評価 

25. ユースオリンピック競技大会の位置づけの見直し 

26. スポーツと文化の融合の促進 

27. 良好な統治の基本原則の遵守. 

28. 自律への支援 

29. 透明性の向上 

30. IOC倫理委員会の独立性の強化. 

31. コンプライアンスの徹底.32. 倫理の強化 

33. 「Olympism in Action」プログラムにおけるスポンサーの関与拡大 

34. グローバルな許諾プログラムの展開 

35. トップスポンサーとNOCとの交流促進 

36. 非営利目的でのオリンピック・ブランドの利用拡大 

37. IOC委員の年齢制限に関する取り組み 

38. 対象者を絞った人材探求プロセスの実現 

39. 社会との対話およびオリンピックムーブメント内の対話の促進. 

40. IOC専門委員会の範囲と構成の見直し 
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■提⾔ 4 オリンピック競技⼤会のすべての側⾯に持続可能性を導⼊する 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■提⾔ 5 オリンピック・ムーブメントの⽇常業務に持続可能性を導⼊する 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（出典：http://www.joc.or.jp/olympism/agenda2020/pdf/agenda2020_j.pdf）

 

IOC は持続可能性に関して、より一層積極的な姿勢を取り、指導的な役割を担う。また、持

続可能性がオリンピック競技大会の開催計画の策定と、開催運営のすべての側面に取り入れら

れることを保証する。 

1. 持続可能性に関する戦略を前進させ、オリンピック競技大会の潜在的な開催都市と実際の

大会開催都市を統合する。さらに、各都市のプロジェクトのあらゆる段階で、経済、社会、

環境の各領域を包含する持続可能性の施策を設ける。 

2. 組織運営全体で統合的な持続可能性の統治を最善なものとするため、新たに選定した大会

組織委員会を支援する。 

3. IOC は NOC と UMVO（World Union of Olympic City＝オリンピック開催都市連合）

などの外部の組織の支援を受け、オリンピック競技大会の遺産を確実に監視する。 

IOC は持続可能性の原則を導入する。 

1. IOC は IOC の日々の業務活動に持続可能性を取り入れる。 

・IOC は物品やサービスの調達、及びイベントの組織運営（大小の会議など）で持続可能性

を取り入れる。 

・IOC は移動による二酸化炭素排出量への影響を減少させる。 

・IOC はローザンヌの本部統合に際し、可能な限り最善の持続可能性の基準を適用する。 

2. IOC は以下の方法により、オリンピック・ムーブメントの関係者に対して各自の組織内に、 

またその業務活動に持続可能性を導入させ、その援助を行う。 

・勧告を推し進める。 

・成功事例やスコアカードなどのツールを提供する。 

・オリンピック関係者間で情報交換するための仕組みを確実に提供する。 

・取組の実施を支援するため、オリンピック・ソリダリティーなど既存の手段を活用する。 

3. 上記を実現するため、IOC は UNEP などの関連する専門組織と協力する。 
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■「持続可能な原材料調達」を開始する先駆的企業の動き 

先進的な企業における、持続可能な原材料調達に関する動き 

名称 参加企業 内容 
CDP forest 

（カーボン・ディスク

ロージャー・プロジェ

クト フォレスト） 

139 社（うち日本企業 9社）

回答 （2013 年） 

持続可能な森林資源利用に関する企業の情報

開示を進める動き。 

・2014 年版の質問書 
https://www.cdp.net/en-US/WhatWeDo/Documents/F
orests_2014_Final_JP.pdf 

Sustainable 

Apparel Coalition 

(SAC) 

(サステイナブル・アパ

レル連合会) 

アディダス（Adidas）、ギャップ

（Gap）、ナイキ（Nike）、ニュ

ーバランス（New Balance）など、

世界的アパレル企業 30 社以

上 

持続可能なアパレル業界づくりをめざす動き。

水やエネルギーの消費量、温暖化ガス排出量、

廃棄物量などを測る、アパレル業界のための 

サプライチェーン評価基準「Sustainable 

Apparel Index」を策定 

http://www.apparelcoalition.org/ 

Japan-CLP 
（日本気候リーダー

ズ・パートナーシッ

プ） 

日本の企業 8社 

（リコー（RICOH）、アスクル

(ASKUL)、イオン(AEON)、オリ

ックス(ORIX)、佐川急便

(SAGAWA)、DOWAエコシステ

ム、富士通（FUJITSU）、リク

シル(LIXIL)（順不同）） 

持続可能な低炭素社会の実現には「産業界が

健全な危機感を持ち、積極的な行動を開始す

べきである」という認識の下に日本独自の企

業グループとして設立。持続可能な低炭素社

会を実現するため、メンバー企業と政策立案

者、産業界、市民などとの対話の場を設け、

アジアを中心とした活動の展開を目指す。 

http://japan-clp.jp/

UNEP FI 

（国連環境計画・金融

イニシアティブ） 

 

世界で 44 の金融機関が署名 

 

金融機関が、自然資本の考え方を、金融商品

やサービスの中に取り入れていくという約束

を示した「自然資本宣言」を提唱  

（出典：環境省環境白書平成26年版）

自然資本評価型 

環境格付融資 

 

三井住友信託銀行 
（UNEP FI の「自然資本宣言」

に日本の金融機関で唯一署名） 

企業の環境に対する取組を評価する環境格付

の評価プロセスに、自然資本に対する影響や

取組を評価する考え方を組み込んだ「自然資

本評価型環境格付融資」を平成 25 年 4月開始 

（出典：環境省環境白書平成26年版）
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§１－５関連 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■都内「⼀般廃棄物発⽣量」は、 
2000 年と⽐較し１６％減（2012 年値） 

都内「一般廃棄物発生量」の推移 

0

100

200

300

400

500

600

（万トン）

再生利用量

減量化量

最終処分量

（出典：東京都）

■都内「産業廃棄物発⽣量」も、 
2000 年と⽐較し６％減 

都内「産業廃棄物発生量」の推移（3 年移動平均） 

（出典：東京都）

■「東京」は「⼀国」に匹敵する規模を有する。 
 東京都 日本・世界 

人口(2011) 約 1316 万人 
 

日本：1 億 2780 万人、ベルギー：1071 万人、スウェーデン：

940 万人 
ＧＤＰ(2011) 92 兆 3870 億円 日本：471 兆,3108 億円、ベルギー：41 兆 40 億円、 

スウェーデン：42 兆 7766 億円   ＊79.81 円/ドルで換算 

予算規模 13 兆 3,394 億円
（2014 年度。一般会計＋

特別会計＋公営企業会計） 

※スウェーデンの国家予算などとほぼ同じ予算規模 

（出典；東京都資料、：IMF World Economic Outlook Database October 2014等より東京都作成） 

■都内事業所の産業構造：「業務・商業の割合が多い」特徴 

都内事業所数の業種別内訳（2012） 

 
（出典：東京都資料）
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石油系溶剤を含まないインキを使用しています。 
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