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（社）東京都リサイクル事業協会
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ラブ

古紙配合率100％再生紙を使用しています。

社団法人設立記念号

　東京都リサイクル事業協会の

皆様におかれましては、日頃か

らリサイクルの促進を通して、

都内のゴミの減量化にご尽カい

ただいており、心から敬意を表

します。

　さて、東京は現在大気汚染や

化学物質による健康被害の懸念、

また地球温暖化によるヒートア

イランド現象などの危機に直面しております。

　このような中、都では「東京都環境基本計画」を

策定し、その中で、地球温暖化の防止、ヒートアイ

ランド対策の展開、廃棄物の発生抑制・リサイクル

と適正な処理に向けた取組みなどを積極的に展開し

ております。今後も、この基本計画を踏まえまして、

都民・NPO、民間企業等との協働や他自治体との連

携を強化し、総合的な環境行政を進めてまいります。

　都議会と致しましても、都民が安心して暮らせる、

希望に満ち溢れた東京を実現するため全力を尽くし

て参ります。

参議院議員　中川 雅治

東京都議会議員

　　山﨑孝明 特別顧問

　東京都リサイクル事業協会

の社団法人格取得誠におめで

とうございます。

　廃棄物などのリデュース（発

生抑制）、リユース（再使用）、

リサイクル（再生利用）とい

う「３R」を通じて、資源の消

費を減らし、環境への負担の

少ない循環型社会を構築していくことは、資源に

乏しい我が国が持続可能な発展を実現していくた

め、避けて通れない課題であります。

　東京都内の再生資源を取り扱う団体が統合さ

れ、法人格を取得して新たな門出をされる貴協会

の果たされる役割に私は大きな期待を抱いており

ます。

　貴協会のリーダーシップにより３Rが推進され、

貴重な資源を大事に使いながら心豊かに生きる時

代が来ることを確信いたします。

（オリンピック招致議員連盟　会長）

東京都議会議長　川島忠一

東京都議会議員

　　内田　茂 特別顧問
（自民党都連幹事長）

　社団法人東京都リサイクル

事業協会設立おめでとうござ

います。

　平成 12 年の清掃移管の当時、業界の皆様の要望

をお聞きし、Ｒ団連の設立とともに、清掃局との橋

渡しをさせていただきました。この間、Ｒ団連の活

動が充実してきましたが、より一層のリサイクル推

進が社会的使命となる中、この度社団法人の認可を

獲得され、喜ばしい限りです。

　何卒、循環型社会の形成の為、会長はじめ役員結

束され、大きな成果があげられますよう心よりお祈

り申し上げます。

各界からのメッセージ

　社団法人東京都リサイクル事業

協会の設立にあたり、一言お祝い

を申し上げます

　再生資源のリサイクルは、我々が目指すべき循環

型社会の形成を図る上で不可欠であり、今後、再生

資源業界の役割はさらに重要性を増していくものと

考えます。

　再生資源の一大発生地である東京において、長年

にわたり功績をあげてこられた皆様が、今般、循環

型社会の構築に貢献すべく社団法人を設立されたこ

とは、大変に有意義なことであり、私も、特別顧問

として、皆様と都民、行政との橋渡し役として尽力

してまいりたいと存じます。

　今般の社団法人化を機に、貴協会がさらに大きく

飛躍、発展されますよう祈念申し上げます。

　これまで任意団体として活動してきた当協会は、平成 18 年３月 1 日に
社団法人格を取得致しました。今号はこれを記念して関係者の皆さまか
らいただいた熱いエールをお届けします。
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東リ協会ホームページアドレス http://www.purple.dti.ne.jp/torikyokai/

リサイクル業界への期待 東京都環境局長　大　久夫

社団法人設立にあたって
社団法人東京都リサイクル事業協会　会長　畑　俊一

　社団法人東京都リサイクル

事業協会設立のご一報を承り、

心からお喜び申し上げます。

　昨今、リサイクルは生活の

隅々にその根をしっかり張り

巡らすようになりましたが、

皆様方が「リサイクル」を御

旗に立ち上がられた時代は、まだまだ「大量生産、

大量消費」を前提とした社会システムが大手を

振っていました。業界あげての団結で、時代を切

り開かれてきた姿勢に、心から敬意を表します。

　二十一世紀の課題は環境とエネルギー問題で

す。困難な課題が山積しておりますが、的確なリー

ダーシップを発揮しつつ、貴会の益々のご発展を

祈念しています。　

東京都議会議員　古賀俊昭 顧問
東京都議会議員　近藤やよい 顧問

　社団法人東京都リサイクル事業協会の設立を心からお慶び申し上げます。

　循環型社会への変革を実現するためには、健全なリサイクルビジネスの

発展が欠かせません。リサイクル事業者の皆様方が相互に連携し合い、よ

り信頼性が高く、環境に与える負荷の少ない優れたリユース・リサイクル

システムを構築していくことが大変重要となっています。

　こうした中、これまで資源循環を実践し、廃棄物の減量に大きく貢献してこられた貴協会が、社団法

人を設立し、その活動基盤を確固たるものにされたことは、意義深く、誠に喜ばしいものであります。

都としても、皆様方と連携して循環型社会の実現に向けて取り組んでまいります。

　この度の社団法人設立が、貴協会の一層のご活躍の契機となるよう期待いたします。

ノーベル賞受賞者のケニ

アのワンガリ・マータイ

女史は、「３Ｒ運動を一

言で説明できる言葉に日

本で出会えた」と語って

います。それが「勿体無

い」です。

　資源循環型社会の構築

に向けて日々ご尽力いた

だいている皆様にとっては当然の概念が、こ

こに来て世間の耳目を集めることは洵に意義

深い事です。この機会を逃さず、資源再生活

動への国民・都民の理解と協力がより一層深

まるように、東リ協会活動の浸透に大きく期

待を寄せています。

協会活動の浸透に期待します

　皆さまにおかれまし

ては日頃から、リサイ

クル事業に対しまして

ご理解ご協力を賜りま

して誠にありがとうご

ざいます。おかげさま

源の物流を根底から支えるべく効率的なイン

フラ整備とノウハウを蓄積して参りましたが、

この難題解決に向けて、社会的責任を自覚し、

継続的な事業改善の必要性を感じているとこ

ろです。

　当協会の社会的使命は、「業界の全員参加と

ネットワークの強化」を通じて「リサイクル

情報の整備と発信」をし「環境を守り育てる

人づくり」などをすることにあると考えてい

ます。都民をはじめ関係者の皆さんと心と力

を合わせて、世界トップクラスの循環型首都

東京を築いていきたいものです。今後とも暖

かいご支援・ご協力をお願い申し上げます。

で当協会は本年３月１日に東京都知事より社

団法人の許可を受け、名実ともに公益団体と

しての活動をはじめたところでございます。

　近年、地球環境問題をはじめとし、さまざ

まな環境問題が深刻化しております。この有

効な解決手段の一つにリユース・リサイクル

があげられます。もともと資源の有効活用を

生業としてきた私たちは、これまで、再生資
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[ 広域団体（８団体）]

東京都資源回収事業協同組合 /東京壜容器協同組合 /関東製紙原料直納商工組合 /東京製紙原料協同組合

東京硝子原料問屋協同組合 /東京廃棄物事業協同組合 /東都魚さい処理協同組合 /関東古繊維協会

[ 地域団体（25 団体）]

千代田区リサイクル事業協同組合 /中央資源リサイクル事業協同組合 /港区リサイクル事業協同組合	

新宿区リサイクル事業協同組合 /東京包装容器リサイクル協同組合 /文京区リサイクル事業協同組合	

墨田リサイクル事業協同組合 /江東リサイクル協同組合 /目黒区古紙回収業者連絡協議会

大田区リサイクル事業協同組合 /世田谷リサイクル協同組合 /渋谷区リサイクル事業協同組合	

中野区リサイクル協同組合 /同栄資源回収事業協同組合 /北区リサイクラー事業協同組合	 	

東京都環境リサイクリング事業協同組合 /協同組合板橋資源化センター /青梅資源リサイクル事業協同組合

八王子環境 ・資源リサイクル協同組合 /八王子資源化事業協同組合 / 八王子再生資源管理協同組合

日野市資源リサイクル事業協同組合 /東多摩再資源化事業協同組合 /多摩市リサイクル協同組合 /町田市資源協同組合

今日、 我国のリサイクル産業は大きな転換期を迎えている ｡ 循環型社会形成推進基本法をはじめとする、 リサイクル関連法

が相次いで制定施行され、 リサイクル推進は社会的使命となっている ｡

　我々再生資源業界は、 効率的なリサイクルシステムを構築し推進することで、 循環型社会の一翼を担ってきた ｡ しかし、

容器包装リサイクル法をはじめとする新しい再資源化関連法は、 既存のリサイクルシステム及びその業に携わる者の実態を

考慮 ・ 反映されたものとは言い難く、 持続的で効率的な循環型社会の構築はもとより、 ひいては都民及び関連業界にとっ

て不利益をもたらす結果となることも懸念されるところである ｡

　また将来、 より多くの再生資源を大量にリサイクルすることは必至となり、 業界はより一層効率的なリサイクルシステム構築

のために、 研鑚 ・努力することが喫緊の課題となっている ｡

　循環型社会確立のためには、 都民 ・ 行政 ・ リサイクル関連事業者がパートナーシップをもとに、 効率的リサイクルシステ

ムを構築しなければならない。 その際、 公正で適切な提言や、 具体的行動こそがリサイクル業界の責務といえる ｡

　よって ｢ 東京都リサイクル事業団体連合会 ｣、 ｢ 東京二十三区再生資源業者連絡協議会 ｣、 ｢ 多摩地域リサイクル事業団

体連合会 ｣の実績を継承しつつ、 当該三者が結束し新たな枠組みを創造することで、 都内全域を対象とした資源循環型社

会システム構築に貢献すべく、 ここに ｢ 社団法人東京都リサイクル事業協会 ｣ を設立するものである ｡　

設立の趣旨 （「設立趣意書」 より）

社団法人設立日　平成 18 年 3 月 1 日

目的 （「定款」 より）

　当団体は、 都内の再生資源リサイクルの円滑化を図るため、

再生資源等についての調査研究、 普及、 研修 ・ 指導等の

事業を行い、 もって循環型社会の形成に努め都民の福祉向

上に寄与することを目的としています。

事業内容 （「定款」 より）

①再生資源リサイクルに関する調査研究及び情報交換事業

②再生資源リサイクルに関する研修事業

③再生資源リサイクル事業を行う者に対する相談指導事業

④再生資源リサイクルを円滑に行うための普及事業

⑤機関誌の発行事業

⑥顕彰及び表彰に関する事業

⑦その他この法人の目的を達成するために必要な事業

社団法人東京都リサイクル事業協会のあらまし

会　　　長 ： 	

副		会	長 ： 	

　　　　　　　　　

　　　　　　　　

会計理事 ：

　　　　　　　　

理　　　事 ： 		

　　　　　　　　

　　　　　　　　

　　　　　　　　

　　　　　　　　

　　　　　　　　

監　　　事 ： 	

役員 （理事･監事） 一覧

構成団体一覧 （33 団体）

畑　俊一　

今井一夫　（東京壜容器協同組合理事長）　　

紺野武郎　（東多摩再資源化事業協同組合理事長）　　

信太政光　（渋谷区リサイクル事業協同組合理事長）　　

新井英一 （東京都資源回収事業協同組合理事長）

佐々木義春 (多摩市リサイクル協同組合理事長）

江尻京子 （恵泉女学園大学非常勤講師）

髙栁晴夫 （製紙原料アドバイザー）

竹腰里子 （NPO法人北区リサイクラー活動機構理事長）

富所富男 （多摩市議会議員）

羽賀育子（拡大生産者責任とデポジット制度の実現をめざす全国ネットワーク代表）

中村正子 （環境ジャーナリスト）

鰐渕順一郎 （北区リサイクラー事業協同組合理事長）

菅沢和志 （東京硝子原料問屋協同組合代表理事）
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　循環型社会を目指すとい

われていますが、実態は使

い捨て社会。どんなに資源

を使い捨てようとリサイク

ルされれば良い社会。何か

変と思いつつ、変えること

ができませんでした。

　総ての静脈産業の方々が

集まった協会が生まれまし

　この度東リ協関係者皆様の

ご努力により、社団法人格を

取得され、ますますリサイク

ル事業のより効率的な推進が

計れることは誠に喜ばしい限

りです。また理事としてこの

一翼を担うことに誇りと責任

の重さを痛感しております。

より効率的リサイクルシステ

　東京都リサイクル協会の設立に対しお祝い

申し上げます。

　循環型社会構築のためには、皆様方の歴史

あるノウハウがとても大切です。環境産業の

トップランナーとして、市民や行政ともネッ

トワークを組みながら、人にもモノにもやさ

しさのある活動を創り出していきましょう。

　よろしくお願いします。

協会であってほしいと私は願っています。それに

しても、「３Ｒ推進」を掲げながら、容器包装リサ

イクル法改正案に「発生抑制」「再使用」の言葉が

全然ないのはどうしたことでしょうか。

　「持続可能な仕組みを地域

でいかにつくっていくのか」

が、今後の最大の課題です。

大事なのは、現場で市民・リ

サイクル関連事業者・行政が

知恵と力を出し合い、合理的

な仕組みをつくることです。

そのための積極的な役割を果

たせる東京都リサイクル事業

　資源リサイクルの最前線を

担う人たちが一体となり、総

力を挙げて研鑽を積みなが

ら、循環型社会構築推進に向

けて、様々な情報や提言を発

信していくことは大変意義深

いことで、大きな社会貢献で

あります。

　私も長年リサイクル活動に

取り組んできた市民の立場か

ら、活動に参加できることを感謝し、微力ですが

お役に立てれば幸いです。

ムが構築され、東京が模範となり全国展開となる

べく皆さんと一緒になって頑張る所存ですので、

よろしくお願い致します。

た。真の循環型社会を目指して力強く一歩一歩変

えて生きましよう。

　微力ながら私も一員として頑張ります。よろし

くお願いいたします。

外部理事からのメッセージ

理事 竹腰里子

地域の仕組みづくりの推進役に

理事 中村正子

社会貢献する団体に

社会変革へ着実な一歩を

理事 羽賀育子

全国のお手本をめざして

理事 高柳晴夫

人にもモノにもやさしさを貫いて 理事 江尻京子


